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はじめにはじめにはじめにはじめに

このマニュアルでは、Oracle Process Manager and Notification Server（OPMN）を使用して
Oracle Application Server コンポーネントを管理する方法について説明します。

「はじめに」の項目は次のとおりです。

� 対象読者

� ドキュメントのアクセシビリティについて

� 関連ドキュメント

� 表記規則

� サポートおよびサービス
vii



対象読者対象読者対象読者対象読者
『Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド』は、Oracle Application Server
の管理者の方を対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについて
オラクル社は、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメ
ントを簡単にご利用いただけることを目標としています。オラクル社のドキュメントには、
ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれています。HTML 形式
のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセスできるようにマーク
アップされています。標準規格は改善されつつあります。オラクル社はドキュメントをすべて
のお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベンダーと積極的に連携して技術
的な問題に対応しています。オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle 
Accessibility Program の Web サイト http://www.oracle.com/accessibility/を参照し
てください。

ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについて

スクリーン・リーダーは、ドキュメント内のサンプル・コードを正確に読めない場合がありま
す。コード表記規則では閉じ括弧だけを行に記述する必要があります。しかし JAWS は括弧だ
けの行を読まない場合があります。

外部外部外部外部 Web サイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについて

このドキュメントにはオラクル社およびその関連会社が所有または管理しない Web サイトへの
リンクが含まれている場合があります。オラクル社およびその関連会社は、それらの Web サイ
トのアクセシビリティに関しての評価や言及は行っておりません。

関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント
詳細は、次のドキュメント用メディアを参照してください。

� 『Oracle Application Server JP Documentation Library』

� 『Start Here CD-ROM にある Oracle Application Server プラットフォーム固有のドキュメン
ト』

表記規則表記規則表記規則表記規則
本文では、次の表記規則を使用します。

規則規則規則規則 意味意味意味意味

太字太字太字太字 太字は、操作に関連するグラフィカル・ユーザー・インタフェース要素、
または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を
示します。

イタリック イタリックは、特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント 固定幅フォントは、パラグラフ内のコマンド、URL、例に記載されている

コード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。
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サポートおよびサービスサポートおよびサービスサポートおよびサービスサポートおよびサービス
次の各項に、各サービスに接続するための URL を記載します。 

オラクル社カスタマ・サポート・センターオラクル社カスタマ・サポート・センターオラクル社カスタマ・サポート・センターオラクル社カスタマ・サポート・センター
オラクル製品サポートの購入方法、およびオラクル社カスタマ・サポート・センターへの連絡
方法の詳細は、次の URL を参照してください。 

http://www.oracle.co.jp/support/

製品マニュアル製品マニュアル製品マニュアル製品マニュアル
製品のマニュアルは、次の URL にあります。 

http://otn.oracle.co.jp/document/

研修およびトレーニング研修およびトレーニング研修およびトレーニング研修およびトレーニング
研修に関する情報とスケジュールは、次の URL で入手できます。 

http://www.oracle.co.jp/education/

その他の情報その他の情報その他の情報その他の情報
オラクル製品やサービスに関するその他の情報については、次の URL から参照してください。 

http://www.oracle.co.jp 
http://otn.oracle.co.jp 

注意注意注意注意 : ドキュメント内に記載されている URL や参照ドキュメントには、
Oracle Corporation が提供する英語の情報も含まれています。日本語版の情
報については、前述の URL を参照してください。
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OPMN: 概要概要概要概要

この章では、Oracle Application Server の OPMN の概要について説明します。 この章の項目は
次のとおりです。

� 第 1.1 項「OPMN について」

� 第 1.2 項「OPMN の機能」

� 第 1.3 項「OPMN が管理する Oracle Application Server コンポーネント」

� 第 1.4 項「OPMN 構成ファイル」

� 第 1.5 項「自動再起動」

� 第 1.6 項「opmnctl」

� 第 1.7 項「opmnctl コマンド・クイック・リファレンス」

� 第 1.8 項「opmnctl コマンドの詳細」

� 第 1.9 項「イベント・スクリプト」

� 第 1.10 項「起動順序の依存関係」

� 第 1.11 項「OPMN ログ・ファイル」

� 第 1.12 項「セキュリティ」

� 第 1.13 項「DCM」

� 第 1.14 項「iHAT」
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OPMN について
1.1 OPMN についてについてについてについて
OPMN は、Oracle Application Server のすべてのインストール・タイプにインストールおよび
構成され、Oracle Application Server の実行に必要となります。 

OPMN には、次のような機能があります。

� プロセスを制御し、1 つまたは複数の Oracle Application Server コンポーネントおよびイン
スタンスを監視するためのコマンドライン・インタフェースを提供する。

� Oracle Application Server コンポーネントの統合的な管理方法を提供する。

� Oracle Application Server サブコンポーネントやサブ・サブコンポーネントの管理を可能に
する。

� 様々な Oracle Application Server コンポーネント・インスタンスからのすべてのイベント
を、それらのイベントを使用するすべてのコンポーネントに配信する。

� 設定した順序でコンポーネントの起動および停止を実行し、Oracle Application Server コン
ポーネント間の相互依存性の問題を解決する。

� イベント・スクリプトを使用したエンタープライズ機能のカスタマイズを可能にする。

� ホストおよび Oracle Application Server プロセスの統計およびタスクの収集を可能にする。

� ping や通知操作により、応答なし、予期しない中断、または切断が特定された場合に
Oracle Application Server プロセスを自動的に再起動する。

� Oracle Application Server プロセスの障害を自動的に検出する。

� 起動および使用時に、実行中のその他の Oracle Application Server コンポーネントに依存
しない。

ホストの電源を入れたら、すぐに OPMN サーバーを起動してください。OPMN が管理するコ
ンポーネントが実行中であるかどうかにかかわらず、OPMN は実行する必要があります。

OPMN が管理する Oracle Application Server コンポーネントは、手動で起動および停止しない
でください。Oracle Application Server コンポーネントを起動および停止する際は、前バー
ジョンの Oracle Application Server のコマンドライン・スクリプトまたはユーティリティを使
用しないでください。コンピュータを再起動またはシャットダウンする場合、OPMN サービス
は 後に停止する必要があります。

Oracle Application Server コンポーネントを起動および停止するには、Application Server 
Control コンソールの opmnctlコマンドライン・ユーティリティを使用します。

1.2 OPMN の機能の機能の機能の機能
OPMN は、同じまたは異なる OPMN サーバー内の Oracle Application Server プロセス間で送
信される通知情報を解析および伝送する、3 つのコンポーネント・グループをコアとして構成
されます。

OPMN のコアは、次の 3 つのコンポーネントで構成されます。

� Oracle Notification Server

� Oracle Process Manager

� PM Modules

図 1-1 に、OPMN のコアのアーキテクチャを示します。 

注意注意注意注意 : Microsoft Windows オペレーティング・システムでは、OPMN が
Windows サービス（Oracle<OracleHomename>ProcessManager）とし
てインストールされています。このサービスはコンピュータを起動または再
起動すると自動的に起動します。詳細は、第 1.8.1.3 項「opmnctl startall」を
参照してください。
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OPMN の機能
図図図図 1-1 OPMN アーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャアーキテクチャ

1.2.1 Oracle Notification Server
Oracle Notification Server（ONS）は、Oracle Application Server のコンポーネント間で障害、
リカバリ、起動およびその他の関連する通知を行うための転送メカニズムです。ONS は、パブ
リッシュ・サブスクライブ・モデルに従った動作をします。このモデルでは、Oracle 
Application Server コンポーネントが、ONS に登録したサブスクリプションごとに特定のタイ
プの通知を受信します。そのような通知が発行されると、ONS はその通知を適切なサブスクラ
イバに送信します。 

1.2.2 Oracle Process Manager
Oracle Process Manager（PM）は、Oracle Application Server において集中的なプロセス管理
を行うことができるメカニズムで、Oracle Application Server プロセスを管理します。PM は、
これらすべてのプロセスの起動、再起動、停止および監視を行います。PM は、プロセスの制
御やプロセスのステータス取得に関連付けられている OPMN に対して送信されるすべてのリク
エストを処理します。また、PM が管理するプロセスの障害検出と自動再起動の実行も行いま
す。PM の管理対象となる Oracle Application Server プロセスは、opmn.xmlファイルに指定
されます。

PM は、特定またはすべての Oracle Application Server プロセスを起動するコマンドを待機し
ます。プロセスが停止すると、PM はリクエスト・パラメータで指定されたリクエストを受け
取ります。 

OPMN サーバーは 2 つのプロセスで構成されます。第 1 の OPMN サーバー・プロセスは、第
2 の OPMN サーバー・プロセスが必要になったときに、それを起動するという目的にのみ使用
されます。第 2 の OPMN サーバー・プロセスは、すべてのリクエスト通信を処理し、すべての
機能を実行します。第 2 の OPMN サーバー・プロセスが opmnctl reloadコマンドや予期せ
ぬクラッシュが原因で停止した場合は、第 1 の OPMN サーバー・プロセスによって再起動され
ます。
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OPMN が管理する Oracle Application Server コンポーネント
Microsoft Windows では、第 2 の OPMN サーバー・プロセスが意図的に終了された場合は再起
動されません。そのかわりに、第 1 の OPMN サーバー・プロセスも同様に終了します。この状
況からリカバリするには、コマンドラインまたはサービス・マネージャから OPMN サーバーを
再起動します。

PM は、ONS を使用して次のことを行います。

� プロセスの初期化の完了およびリクエストの受信準備の完了を検出する。

� 使用中のポートを特定する。

� コンポーネント固有のランタイム情報を取得する。

また Application Server Control コンソールは、PM を使用してプロセスを管理します。

1.2.3 PM Modules
Oracle Process Manager Modules（PM Modules）は、Oracle Application Server コンポーネン
ト固有のプロセス管理機能を実装します。PM Modules は、同じまたは異なる OPMN サーバー
内の他の Oracle Application Server コンポーネントの PM Modules によって返される通知情報
を渡します。

PM Modules の機能は、次のとおりです。

� 実行中のコンポーネントから送信されるあらゆる通信を処理する。

� Oracle Application Server コンポーネント固有の制御情報（コンポーネントの起動、停止お
よび再起動方法）を構成する。

� コンポーネントがリクエストに応答する際、Oracle Application Server コンポーネント固有
の特定方法で応答をテストする。

1.3 OPMN が管理するが管理するが管理するが管理する Oracle Application Server コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネント
OPMN は、OracleAS Metadata Repository と Application Server Control コンソールを除く、
すべての Oracle Application Server コンポーネントを管理します。

OPMN では、次に示す一連の Oracle Application Server 10g リリース 2（10.1.2）コンポーネン
トを明示的に管理できます。

� Oracle HTTP Server

� Oracle Application Server Containers for J2EE（OC4J）

� Distributed Configuration Management（DCM）デーモン（サーバー）

� OracleAS Log Loader

� Oracle Internet Directory

� OracleAS Port Tunnel

� OracleAS Web Cache

� OracleBI Discoverer

� OracleAS Wireless

OPMN は、その他の Oracle Application Server コンポーネントも暗黙的に管理します。暗黙的
な Oracle Application Server コンポーネントの構成要素は、1 つ以上のその他の Oracle 
Application Server コンポーネントの一部として管理されます。たとえば、OracleAS Portal は、
OPMN で明示的には管理されませんが、OC4J および Oracle HTTP Server を使用すると動作す
るため暗黙的に管理されます。

OPMN は、次のコンポーネントを暗黙的に管理します。

� OracleAS Single Sign-On

� Oracle HTTP Server Adapter of OracleAS Integration InterConnect
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OPMN 構成ファイル
� Oracle Distributed Authoring and Versioning（OraDAV）

� OracleAS Portal

� OracleAS SOAP

� OracleAS UDDI Registry Server

� Oracle Ultra Search

� OracleAS TopLink

また、カスタム PM Modules を使用してその他のプロセスを管理するように OPMN を構成で
きます。詳細は、第 15 章「カスタム・プロセスの構成」を参照してください。

OPMN の設計は拡張可能であるため、OPMN 自体を更新せずに OPMN でアドオン・コンポー
ネントを管理できます。

1.3.1 Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソールコンソールコンソールコンソール
OPMN の他にも、Application Server Control コンソールを使用して企業を管理できます。
Application Server Control コンソールは、OPMN の機能を利用して Oracle Application Server 
Enterprise を管理します。Application Server Control コンソールは、Web ブラウザを使用し
て、ネットワークおよび企業内のすべての Oracle Application Server コンポーネントを管理す
るグラフィカル・インタフェースを提供します。

1.4 OPMN 構成ファイル構成ファイル構成ファイル構成ファイル
opmn.xmlファイルには、コンポーネント固有の要素名は含まれません。コンポーネント固有
の管理コードは、起動時に OPMN が、opmn.xmlファイルの modules セクションの指定に基
づいてロードする PM Modules に配置されています。

各レベルには、一連の固有の構成があります。また、複数のレベルで有効な構成要素もあるた
め、構成は Oracle Application Server コンポーネント全体に適用することもコンポーネントの
一部にのみ適用することもできます。

OPMN は、起動時または再ロード時に次の構成ファイルを読み取ります。

� ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xml

opmn.xmlファイルは、OPMN の主要な構成ファイルです。opmn.xmlファイルには、
ONS、PM および Oracle Application Server コンポーネント固有の構成に関する情報が含
まれています。opmn.xmlファイルには、OPMN が管理するシステム上の Oracle 
Application Server コンポーネントが示されます。 

opmn.xmlファイルには、Oracle Application Server コンポーネントのエントリが次の階
層構造で含まれています。

<ias-component>
<process-type>

<process-set>

<ias-component>: Oracle Application Server コンポーネントを表します。このエントリ
により、起動や停止などのプロセスを実行するコンポーネントを管理します。 

<process-type>: <ias-component>エントリのサブコンポーネントで、特定の PM 
Modules に関連して実行するプロセス・タイプを宣言します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 8 章「Oracle Application Server Port Tunnel の構成」

� 第 15 章「カスタム・プロセスの構成」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server 管理者ガイド』
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自動再起動
<process-set>: <ias-component>エントリのサブ・サブコンポーネントで、Oracle 
Application Server コンポーネント用のオプションのランタイム引数やランタイム環境の異
なるセットを宣言できます。

例 1-1 に、opmn.xml ファイル内の <ias-component>、<process-type>、
<process-set>エントリの例を示します。

例例例例 1-1 opmn.xml ファイルファイルファイルファイル

<ias-component id="OC4J">
<process-type id="home">

<process-set id="default_island">....

opmn.xmlは、Application Server Control コンソールを使用して編集できます。Oracle 
Application Server インスタンス・ホーム・ページの下部にある「プロセス管理プロセス管理プロセス管理プロセス管理」リンクを
クリックしてください。opmn.xmlファイルの編集後、OPMN サーバーを停止しないでく
ださい。編集後、更新された opmn.xmlファイルを Application Server Control コンソー
ルが自動的に再ロードします。

opmn.xmlファイルを手動で編集する場合は、コマンドラインで dcmctl 
updateConfig コマンドを実行してください。更新ファイルが再ロードされ、手動によ
る変更内容で構成リポジトリが更新されます。

� ORACLE_HOME/opmn/conf/ons.conf

OPMN は、ons.confファイルを使用してファーム内の異なるすべての Oracle 
Application Server インスタンスを検出します。ons.confファイルは、DCM が自動的に
生成して管理します。ons.confファイルを編集しないでください。編集内容は DCM に
より上書きされます。

� ORACLE_HOME/dcm/config/dcm.conf

dcm.confファイルは、ローカルの Oracle Application Server インストールのインスタン
ス名およびクラスタ名を指定します。dcm.confファイルは、DCM が自動的に生成して
管理します。dcm.confファイルは手動で編集しないでください。

1.5 自動再起動自動再起動自動再起動自動再起動
OPMN では、コンポーネントの自動障害検出および再起動の制御、OPMN がプロセスの障害
を特定する際に使用するパラメータの設定、各コンポーネントの自動再起動の無効化を実行で
きます。

OPMN は、次の方法で管理対象プロセスの動作を監視します。

� オペレーティング・システム・レベルでの Oracle Application Server プロセス障害の検出

� Oracle Application Server プロセスへの定期的な ping リクエスト

� Oracle Application Server プロセスの定期的なステータス通知（リバース ping）

ping および通知機能は、Oracle Application Server コンポーネントの機能に従って適切な場合
にのみ実行されます。

OPMN は、予期せず中断した Oracle Application Server コンポーネントを自動的に再起動しま
す。また OPMN は、通知および ping 操作の結果に基づいて応答しないプロセスを再起動しま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 3 章「opmn.xml の一般的な構成」

� 第 A.1.5 項「opmnctl start の予想外の動作」
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opmnctl
1.6 opmnctl
 opmnctlは、Oracle Application Server Metadata Repository と Oracle Enterprise Manager 
10g Application Server Control コンソール（Application Server Control コンソール）を除く、
Oracle Application Server インスタンスのすべてのコンポーネントの起動および停止をサポー
トするツールです。opmnctl は、コマンドラインから Oracle Application Server コンポーネン
トを集中的に制御および監視します。opmnctl を使用すると、複数の Oracle Application Server
インスタンスに対する制御コマンドや監視コマンドを同時に実行できます。

また、opmnctlでは、scopeという名前のオプション・パラメータを使用することで、アプ
リケーション・サーバー・ファーム内の特定の Oracle Application Server インスタンス、
ファーム内のすべてのインスタンス、およびクラスタ内のすべてのインスタンス上で操作を実
行できます。scopeオプションでは、個々の Oracle Application Server プロセスを制御するこ
ともできます。

opmnctlコマンドは、次のディレクトリに保存されています。

（UNIX）ORACLE_HOME/opmn/bin/opmnctl

（Windows）ORACLE_HOME¥opmn¥bin¥opmnctl

1.6.1 opmnctl の構文の構文の構文の構文
次のコマンドは、opmnctlコマンドの構文例です。

opmnctl [verbose] [<scope>] <command> [<options>]

表 1-1 に、opmnctlの構文の説明を示します。

注意注意注意注意 : OPMN が管理する Oracle Application Server コンポーネントは、
手動で起動および停止しないでください。Oracle Application Server コン
ポーネントを起動および停止する際は、前バージョンの Oracle 
Application Server のコマンドライン・スクリプトまたはユーティリティ
を使用しないでください。Oracle Application Server コンポーネントを起
動および停止するには、Application Server Control コンソールの
opmnctlコマンドライン・ユーティリティを使用します。

注意注意注意注意 : OPMN の起動は、Oracle Application Server をインストールした
ユーザーとして実行することをお薦めします。

表表表表 1-1 opmnctl の構文の構文の構文の構文

構文構文構文構文 説明説明説明説明

verbose 可能な場合、詳細な実行メッセージを出力します。

scope リクエストのルーティング範囲を指定します。 オプションの一覧は、第 1.8.3.1 項

「有効範囲」を参照してください。

command opmnctlコマンドを指定します。コマンドの一覧は、例 1-2 を参照してください。

options コマンドのオプションを指定します。 オプションの一覧は、第 1.8.4.1.1 項

「opmnctl のステータス・コマンドのオプション」を参照してください。
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opmnctl コマンド・クイック・リファレンス
1.7 opmnctl コマンド・クイック・リファレンスコマンド・クイック・リファレンスコマンド・クイック・リファレンスコマンド・クイック・リファレンス
例 1-2 に、opmnctlコマンドのクイック・リファレンスの一覧を示します。opmnctl help
コマンドを実行すると、同じ情報が出力されます。

例例例例 1-2 opmnctl コマンドコマンドコマンドコマンド

prompt >
 opmnctl help

scope command options
_________ __________ __________

start - Start opmn
startall - Start opmn and all managed processes
stopall - Stop opmn and all managed processes
shutdown - Shutdown opmn and all managed processes

[<scope>] startproc [<attr>=<val>..] - Start opmn managed processes
[<scope>] restartproc [<attr>=<val>..] - Restart opmn managed processes
[<scope>] stopproc [<attr>=<val>..] - Stop opmn managed processes
[<scope>] reload - Trigger opmn to reread opmn.xml
[<scope>] status [<options>] - Get managed process status
[<scope>] dmsdump [<attr>=<val>&..]- Get DMS stats

ping [<max_retry>] - Ping local opmn
validate [<filename>] - Validate the given xml file
help - Print brief usage description
usage [<command>] - Print detailed usage description

1.8 opmnctl コマンドの詳細コマンドの詳細コマンドの詳細コマンドの詳細
次の項では、例 1-2 の一覧にある opmnctlコマンドの詳細について説明します。opmnctlの
各コマンドについて、次の項を参照してください。

� 第 1.8.1 項「サーバー制御コマンド」

� 第 1.8.2 項「プロセス制御コマンド」

� 第 1.8.3 項「コマンド定義」

� 第 1.8.4 項「ステータス・コマンド」

� 第 1.8.5 項「ヘルプ・コマンド」

1.8.1 サーバー制御コマンドサーバー制御コマンドサーバー制御コマンドサーバー制御コマンド
opmnctl start、startall、reload、stopallおよび shutdownコマンドを実行すると、
OPMN サーバーを制御できます。

� 第 1.8.1.2 項「opmnctl start」

� 第 1.8.1.3 項「opmnctl startall」

� 第 1.8.1.4 項「opmnctl stopall」

� 第 1.8.1.5 項「opmnctl shutdown」

� 第 1.8.1.6 項「opmnctl reload」

opmnctlのサーバー制御コマンドが正常に実行された場合、出力は生成されません。 opmnctl
コマンドの実行時にエラー・メッセージが生成された場合は、付録 A「OPMN トラブルシュー
ティング」を参照してください。
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opmnctl コマンドの詳細
1.8.1.1 Microsoft Windows のサーバー制御コマンドのサーバー制御コマンドのサーバー制御コマンドのサーバー制御コマンド
Microsoft Windows オペレーティング・システムでは、OPMN が Windows サービス

（Oracle<OracleHomename>ProcessManager）としてインストールされており、コン
ピュータを再起動すると自動的に起動します。Windows サービスを使用した OPMN の起動や
停止では、OPMN が管理する、ローカル・インスタンス上のすべてのコンポーネントが起動ま
たは停止されます。

Oracle Application Server コンポーネントを起動および停止するには、Application Server 
Control コンソールの opmnctlコマンドライン・ユーティリティを使用します。

1.8.1.2 opmnctl start
構文は次のとおりです。opmnctl start

OPMN が管理するプロセスを開始せずにローカルの Oracle Application Server インスタンス用
の OPMN サーバーを起動する場合は、このコマンドを実行します。

コンピュータの起動後はすぐにこのコマンドを実行してください。 

Microsoft Windows では、コンピュータを起動または再起動すると、OPMN が自動的に起動し
ます。OPMN が管理するすべてのプロセスが開始されます。

1.8.1.3 opmnctl startall
構文は次のとおりです。opmnctl startall [timeout=<seconds>]

ローカルの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理するプロセスと、
OPMN を起動する場合は、このコマンドを実行します。startallは、引数を設定しない
startコマンドおよび startprocコマンドと同じです。オラクル社では、startまたは
startprocコマンドを使用することをお薦めします。

このコマンドは同期的に動作し、操作が完了するまで待機してから制御を戻します。リクエス
トのタイムアウトを設定する場合は、タイムアウト値を秒単位で指定します。

id-matching="true"が構成されているコンポーネントは起動されません。

次のコマンドを実行すると、追加の詳細情報を取得できます。

prompt > opmnctl usage startall
stopall
start startall startproc

Microsoft Windows では、opmnctl startallを実行するかわりに、Windows サービスのコ
ントロール・パネルで Oracle<OracleHomename>ProcessManagerサービスを起動するこ
ともできます。Oracle<OracleHomename>ProcessManagerは、コンピュータを起動また
は再起動すると自動的に起動します。 

1.8.1.4 opmnctl stopall
構文は次のとおりです。opmnctl stopall

ローカルの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理するプロセスと、
OPMN サーバーをシャットダウンする場合は、opmnctl stopallコマンドを実行します。こ
のリクエストは同期的に動作し、操作が完了するまで待機してから制御を戻します。

通常の動作では、OPMN サーバーをシャットダウンする必要はありません。OPMN サーバー
をシャットダウンすると、再起動するまで OPMN に対するリモート・コマンドを Oracle 
Application Server インスタンスに実行できません。 

opmnctl stopallコマンドは、OPMN とコンピュータをシャットダウンする前にのみ実行し
てください。このリクエストは 初に、OPMN が管理するすべてのプロセスを正常に停止しよ
うとします。正常に停止できないプロセスは、強制的にシャットダウンされます。すべての管
理対象プロセスの停止後に、OPMN デーモン自体がシャットダウンされます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 2 章「OPMN の使用」
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opmnctl stopall コマンドは、OPMN デーモンの停止が必要な場合にのみ使用してください。
OPMN デーモンの起動後は、コンピュータを再起動する必要がある、またはそれ以外の予期せ
ぬ管理イベントが発生するまでこのデーモンを起動したままにしておく必要があります。

OPMN デーモンを停止せずに OPMN が管理するすべてのプロセスを停止するには、引数を指
定せずに opmnctl stopprocコマンドを使用します。

OPMN が管理するプロセスを再起動せずに OPMN デーモンを再起動するには、opmnctl 
reloadコマンドを使用します。opmnctl reloadコマンドの使用は、新しい構成で OPMN
デーモンを再起動することのみが目的の場合に適しています。

OPMN が管理するすべてのプロセスを停止する場合は、opmnctl stopprocコマンドを実行
してください。

OPMN で自身の構成を再度読み取る場合は、opmnctl reloadを実行してください。

次のいずれかのコマンドを実行すると、追加情報を取得できます。

prompt > opmnctl usage stopall

または

prompt > opmnctl usage shutdown

1.8.1.5 opmnctl shutdown
構文は次のとおりです。opmnctl shutdown

ローカルの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理するプロセスと、
OPMN サーバーをシャットダウンする場合は、opmnctl shutdownコマンドを実行します。 

opmnctl shutdownコマンドは、ローカルの Oracle Application Server インスタンスに対し
て OPMN デーモンと OPMN が管理するプロセスを迅速にシャットダウンします。

opmnctl shutdownコマンドは opmnctl stopallコマンドと似ていますが、より短い待機
時間で OPMN が管理するプロセスの強制終了を開始します。OPMN が管理するすべてのプロ
セスの停止後に、OPMN デーモン自体がシャットダウンされます。

opmnctl shutdown コマンドは、OPMN デーモンの停止が必要な場合にのみ使用してください。
OPMN デーモンの起動後は、コンピュータを再起動する必要がある、またはそれ以外の予期せ
ぬ管理イベントが発生するまでこのデーモンを起動したままにしておく必要があります。

OPMN デーモンを停止せずに OPMN が管理するすべてのプロセスを停止するには、引数を指
定せずに opmnctl stopprocコマンドを使用します。

OPMN が管理するプロセスを再起動せずに OPMN デーモンを再起動するには、opmnctl 
reloadコマンドを使用します。opmnctl reloadコマンドの使用は、新しい構成で OPMN
デーモンを再起動することのみが目的の場合に適しています。

Microsoft Windows では、opmnctl shutdownを実行するかわりに、Windows サービスのコ
ントロール・パネルで Oracle<OracleHomename>ProcessManagerサービスを停止するこ
ともできます。

OPMN が管理するすべてのプロセスを停止する場合は、opmnctl stopprocコマンドを実行
してください。

OPMN で自身の構成を再度読み取る場合は、opmnctl reloadを実行してください。

次のいずれかのコマンドを実行すると、追加情報を取得できます。

prompt > opmnctl usage stopall

または

prompt > opmnctl usage shutdown
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1.8.1.6 opmnctl reload
構文は次のとおりです。opmnctl [scope] reload

OPMN をトリガーして、指定した有効範囲内の構成ファイルを再度読み取る場合は、このコマ
ンドを実行します。このコマンドは、OPMN が管理する Oracle Application Server プロセスを
再起動せずに OPMN サーバーを再起動します。Oracle Application Server インスタンス用の
OPMN サーバーは必ず稼動させておく必要があります。

次のコマンドを実行すると、追加の詳細情報を取得できます。

prompt > opmnctl usage reload

1.8.2 プロセス制御コマンドプロセス制御コマンドプロセス制御コマンドプロセス制御コマンド
opmnctlのプロセス制御コマンドを実行すると、1 つまたは複数の Oracle Application Server
コンポーネントを起動、停止、または再起動できます。<ias-component>、
<process-set>または <process-type>レベルで Oracle Application Server コンポーネン
トを制御できます。 

この項では、opmnctlで実行できるプロセス制御コマンドについて説明します。プロセス制御
コマンドには、次のものがあります。

� 第 1.8.2.1 項「opmnctl startproc、opmnctl restartproc および opmnctl stopproc」

opmnctlのプロセス制御コマンドが正常に実行された場合、出力は生成されません。 opmnctl
コマンドの実行時にエラー・メッセージが生成された場合は、付録 A「OPMN トラブルシュー
ティング」を参照してください。

1.8.2.1 opmnctl startproc、、、、opmnctl restartproc およびおよびおよびおよび opmnctl stopproc
構文は次のとおりです。opmnctl [<scope>] startproc [<attr>=<value>...]

 opmnctl [<scope>] restartproc [<attr>=<value>...]

opmnctl [<scope>] stopproc [<attr>=<value>...]

指定した有効範囲内で OPMN が管理するプロセスを起動、再起動または停止する場合は、これ
らのコマンドを実行します。Oracle Application Server インスタンス用の OPMN サーバーは必
ず稼動させておく必要があります。

次の属性および値は、startproc、stopprocおよび restartprocコマンドで使用できま
す。

� ias-component、process-typeおよび process-set: これらの属性値は、
opmn.xmlファイルで指定した id値と一致する必要があります。属性を指定しない場合、
このコマンドは opmn.xmlファイルに id-matching="true"が構成されているプロセス
を除く、すべての OPMN 管理対象プロセスに適用されます。id-matching="true"が
構成されているコンポーネントでこのコマンドを実行するには、ias-component引数を
指定する必要があります。

注意注意注意注意 : Microsoft Windows では、サービスのコントロール・パネルで
Oracle<OracleHomename>ProcessManagerを選択して「再起動再起動再起動再起動」を選
択できます。ただし、サービスの再起動は opmnctl reloadの実行とは異
なります。この操作は、opmnctl shutdownに続けて opmnctl 
startallを実行した場合と同じです。サービスの再起動では、OPMN と、
OPMN が管理するすべてのプロセスが再起動されるため、opmnctl 
reloadを実行した場合より処理にはるかに時間がかかります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 1.8.3 項「コマンド定義」
OPMN: 概要 1-11



opmnctl コマンドの詳細
� mode: mode属性値には syncまたは asyncを指定できます。デフォルト値は syncです。
mode に syncを指定すると、opmnctlコマンドは同期的に動作し、操作が完了するまで
待機してから制御を戻してプロンプトを表示します。mode の値が syncである場合にの
み、timeout要素を指定できます。値は秒単位で指定します。指定したタイムアウトが経
過した場合、startprocの操作は中断されますが、restartprocおよび stopprocの
操作は中断されません。opmnctlコマンドのプロンプトは戻りますが、OPMN サーバー
は opmnctl restartprocまたは stopprocコマンドのリクエストを操作が完了するま
で実行します。 

mode に asyncを指定すると、すぐにプロンプトが表示されますが、OPMN サーバーは
opmnctlコマンドのリクエストを操作が完了するまで実行します。

� uniqueid: OPMN が起動後に割り当てる値です。restartprocおよび stopprocコマ
ンドを実行する場合に、この値を使用できます。この値を取得するには、次のコマンドを
実行し、生成される出力の uid列内にある Oracle Application Server コンポーネントの一
意の数字を取得します。

prompt > opmnctl status -l

OPMN が管理する一部の Oracle Application Server プロセスでは、一覧にない属性名が指定さ
れる場合もあります。各タイプの Oracle Application Server プロセスには、一意の属性名を指
定する必要があります。

有効範囲や属性を指定して opmnctl startproc、restartprocまたは stopprocコマンド
を実行すると、企業内の特定のプロセスを制御できます。opmnctl startproc、
restartprocまたは stopprocコマンドは、<ias-component>、<process-type>およ
び <process-set>レベルで実行できます。 

たとえば、次のコマンドを実行すると、<process-set>レベルで OracleAS Wireless が起動
します。

prompt > opmnctl startproc ias-component=wireless process-type=alert_server 
process-set=alert_instance_1

次のコマンドを実行すると、<process-type>レベルで OC4J が起動します。

prompt > opmnctl restartproc ias-component=OC4J process-type=home

次のコマンドを実行すると、<ias-component>レベルで Oracle HTTP Server が停止します。

prompt > opmnctl stopproc ias-component=HTTP_Server

次のいずれかのコマンドを実行すると、追加情報を取得できます。

prompt > opmnctl usage startproc

または

prompt > opmnctl usage restartproc

または

prompt > opmnctl usage stopproc

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 1.8.3 項「コマンド定義」

� 第 2 章「OPMN の使用」
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1.8.3 コマンド定義コマンド定義コマンド定義コマンド定義
opmnctlには、OPMN で実行する操作をより詳細に定義できるコマンド定義があります。

この項では、opmnctlコマンドで使用できるコマンド定義について説明します。 各コマンド定
義について、次の項を参照してください。

� 第 1.8.3.1 項「有効範囲」

� 第 1.8.3.2 項「属性」

� 第 1.8.3.3 項「Verbose」

1.8.3.1 有効範囲有効範囲有効範囲有効範囲
構文は次のとおりです。@instance[:instname[:instname...]]

@cluster[:clusname[:clusname...]]

@farm

scopeオプションは、opmnctlコマンドを適用する Oracle Application Server インスタンスを
指定します。opmnctlコマンドの有効範囲には、1 つまたは複数の Oracle Application Server
インスタンス、クラスタおよびファームを指定できます。

� @instance: @instanceオプションの後に名前を指定しない場合は、opmnctlコマンド
がローカルの Oracle Application Server インスタンスに適用されます。ローカルとは、リ
クエストを処理する OPMN サーバーが含まれる Oracle Application Server インスタンスま
たはクラスタです。デフォルトは、ローカルの Oracle Application Server インスタンスで
す。@instanceオプションの後に Oracle Application Server インスタンス名を指定する
と、Oracle Application Server インスタンスにリクエストがルーティングされます。1 つ以
上の Oracle Application Server インスタンスにコマンドを適用するには、
@instance[:instname[:instname...]]のように指定します。 

� @cluster: @clusterオプションの後に名前を指定しない場合は、opmnctlコマンドが
ローカルの Oracle Application Server クラスタに適用されます。@clusterの後に 1 つ以
上のクラスタ名を指定すると、指定した Oracle Application Server クラスタ内のすべての
Oracle Application Server インスタンスにリクエストがルーティングされます。1 つ以上の
Oracle Application Server クラスタ内のすべての Oracle Application Server インスタンス
にコマンドを適用するには、@cluster[:clusname[:clusname...]]のように指定し
ます。

� @farm: Oracle Application Serverファーム内のすべてのOracle Application Serverインス
タンスにコマンド問合せを適用します。

たとえば、次のコマンドを実行すると、myInst2.foo.com という名前の Oracle Application 
Server インスタンスの OC4J が起動します。

prompt > opmnctl @instance:myInst2.foo.com startproc ias-component=HTTP_Server

1.8.3.2 属性属性属性属性
構文は次のとおりです。<attribute>=<value>

opmnctlの属性を使用すると、特定の Oracle Application Server コンポーネントのプロセスを
制御できます。属性を指定しない場合は、OPMN が管理するすべてのプロセスが起動、停止、
または再起動します。

たとえば、次のコマンドを実行すると、OracleAS Wireless に構成されたすべての Oracle 
Application Server プロセスが起動します。

prompt > opmnctl startproc ias-component=wireless

その他の opmnctlコマンドの例は、第 2 章「OPMN の使用」を参照してください。

表 1-2 に、OPMN でこのコマンドに使用できる属性名および値の一覧を示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 2 章「OPMN の使用」
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1.8.3.3 Verbose
構文は次のとおりです。opmnctl verbose command

opmnctl verboseオプションを使用すると、実行中のコマンドに関する詳細情報を取得でき
ます。

たとえば、次のコマンドは例 1-3 に示す出力を表示します。

prompt> opmnctl verbose startproc ias-component=HTTP_Server

例例例例 1-3 opmnctl verbose の出力の出力の出力の出力

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
Content-Type: text/html
Response: Ping succeeded.

opmnctl: starting opmn managed processes...
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 571
Content-Type: text/html
Response: 1 of 1 processes started.

<response>
<opmn id="jerichar-sun.us.oracle.com:6200" http-status="200" http-response="1 of 1 
processes started.">

<ias-instance id="M140801.jerichar-sun.us.oracle.com">
<ias-component id="HTTP_Server">

<process-type id="HTTP_Server">
<process-set id="HTTP_Server">

<process id="1954086921" pid="9355" status="Alive" index="1"
log="/home/demoas/M140801/opmn/logs/HTTP_Server~1"
operation="request" result="success">
</process>

</process-set>

表表表表 1-2 opmnctl の属性名と値の属性名と値の属性名と値の属性名と値

属性名属性名属性名属性名 属性値属性値属性値属性値

ias-component opmn.xmlファイル内の <ias-component>要素に指定した id属性と

同じ値を指定します。

process-type opmn.xmlファイル内の <process-type>要素に指定した id属性と同

じ値を指定します。

process-set opmn.xmlファイル内の <process-set>要素に指定した id属性と同

じ値を指定します。

mode sync または async を指定します。デフォルト値は sync です。このリクエ

ストは同期的に動作し、操作が完了するまで待機してから制御を戻しま
す。async を指定した場合、制御はすぐに戻りますが、OPMN は操作が

完了するまでリクエストを実行します。

timeout mode に sync を指定した場合のみ、この属性を指定できます。値は秒単

位で指定します。指定したタイムアウトが経過すると、OPMN は

startproc操作のリクエストを中断します。restartprocおよび

stopproc操作のリクエストは引き続き実行されます。

uniqueid OPMN が起動後に割り当てる値です。opmnctl restartprocおよび

opmnctl stopprocコマンドを実行する場合に、この値を使用できま

す。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 2 章「OPMN の使用」
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</process-type>
</ias-component>

</ias-instance>
</opmn>
</response>

1.8.4 ステータス・コマンドステータス・コマンドステータス・コマンドステータス・コマンド
opmnctl statusコマンドを実行すると、OPMN が管理するプロセスのステータスを確認で
きます。

この項では、opmnctlコマンドで使用できるコマンド・オプションについて説明します。 各コ
マンド・オプションについて、次の項を参照してください。

� 第 1.8.4.1 項「opmnctl status」

� 第 1.8.4.2 項「opmnctl dmsdump」

� 第 1.8.4.3 項「opmnctl ping」

1.8.4.1 opmnctl status
構文は次のとおりです。opmnctl [<scope>] status [<options>] 

statusコマンドを使用すると、OPMN が管理する Oracle Application Server プロセスに関す
る情報を取得できます。 

出力は、テキストの表で表示されます。表の各行が 1 つの Oracle Application Server プロセス
を表します。

ステータス・コマンドのカスタマイズは、次のいずれかの方法で行います。

� 他の Oracle Application Server インスタンスで実行しているプロセスのステータスを取得
するための有効範囲を指定する

� 各 Oracle Application Server プロセスについて表示される情報を変更する

� 出力から表のヘッダーを削除する

� フィールド区切り値を変更する

� レコード区切り値を変更する

� 各列の幅を変更する

� 各列のデータの文字間隔調整を変更する

opmnctl usage statusコマンドを実行すると、ステータス・コマンドの使用方法の詳細を
取得できます。

例 1-4 に、ドメイン yourcompany.comのホスト comp1の AppSrv1インスタンスに対して
opmnctl statusコマンドを実行した場合の出力を示します。

例例例例 1-4 opmctl status の出力の出力の出力の出力

prompt > opmnctl status

Processes in Instance: AppSrv1.comp1.yourcompany.com
--------------------+----------------------+--------+---------
ias-component | process-type | pid | status
--------------------+----------------------+--------+---------

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 1.8.3.1 項「有効範囲」

� 第 1.8.3.2 項「属性」

� 第 1.8.4.1.1 項「opmnctl のステータス・コマンドのオプション」
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WebCache | WebCacheAdmin | 29121 | Alive
WebCache | WebCache | 29120 | Alive
OC4J | OC4J_Demos | N/A | Down
OC4J | home | 29268 | Init
dcm-daemon | dcm-daemon | 29113 | Alive
LogLoader | logloader | N/A | Down
HTTP_Server | HTTP_Server | 29099 | Alive

opmnctl statusコマンドで <scope>を指定すると、追加の詳細情報を取得できます。たと
えば、次のコマンドを実行すると、ファーム全体のすべての OracleAS インスタンスのすべて
のコンポーネントのすべてのプロセスのステータスが表示されます。

prompt > opmnctl @farm status

1.8.4.1.1 opmnctl のステータス・コマンドのオプションのステータス・コマンドのオプションのステータス・コマンドのオプションのステータス・コマンドのオプション  <options>パラメータには次のオプ
ションを指定できます。

� -l:  uniqueid （uid）値を取得する場合は、このオプションを使用します。 

たとえば、次のコマンドは例 1-5 に示す出力を表示します。

prompt > opmnctl status -l

例例例例 1-5 opmnctl status -l の出力の出力の出力の出力

Processes in Instance: j2eeuser.yourcompany.com
-------------+------------+------+-------+---------+-------+---------+--------
ias-component|process-type|pid |status |uid |memused|uptime | ports
-------------+------------+------+-------+---------+-------+---------+--------
-OC4J | home | 5611 | Alive |632225812|105008 |17:55:58 |jms:3701, 
rmi: 3201,ajp:3000

uidの情報を基に、個々の Oracle Application Server プロセスを停止または再起動できま
す。

たとえば、次のコマンドを実行すると、home process-typeが停止します。

prompt > opmnctl stopproc uniqueid=632225812

� -fsep <string>: opmnctl statusの出力にフィールド区切り値を割り当てる場合は、
このオプションを使用します。デフォルト値は | です。

� -rsep <string>: opmnctl statusの出力にレコード区切り値を割り当てる場合は、こ
のオプションを使用します。デフォルト値は ¥n です。

� -noheaders: opmnctl statusコマンドを実行した後にヘッダーを表示しない場合は、
このオプションを使用します。

� -fmt <fmtlist>: 次の書式で指定される 1 つ以上の統計識別子を含む単一の文字列です。
<statname>[<width>{<justification>]
デフォルト値は %cmp18%prt18%pid5R%sta8です。

表 1-3 に、<fmtlist>オプションに使用する書式の文字列構文を示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 1.8.3.1 項「有効範囲」
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たとえば、次のコマンドは例 1-6 に示す出力を表示します。

prompt> opmnctl status -noheaders -fsep @ -fmt %cmp%prt%pid%sta

例例例例 1-6 opmnctl status -noheaders の出力の出力の出力の出力

OC4J@home@N/A@Down
dcm-daemon@dcm-daemon@13875@Alive
LogLoader@logloaderd@9800@Alive 
HTTP_Server@HTTP_Server@13926@Alive

次のコマンドを実行すると、追加の詳細情報を取得できます。

prompt > opmnctl usage status

1.8.4.2 opmnctl dmsdump
構文は次のとおりです。opmnctl [<scope>] dmsdump 
[<attr>=<value>[&<attr>=<val>...]]

表表表表 1-3 書式の文字列構文書式の文字列構文書式の文字列構文書式の文字列構文

書式の文字列構文書式の文字列構文書式の文字列構文書式の文字列構文 説明説明説明説明

<statname> 次のいずれかを指定します。

� clu: Oracle Application Server クラスタ名

� ins: Oracle Application Server インスタンス名

� cmp: Oracle Application Server コンポーネント ID

� prt: process-type ID 

� prs: process-set ID

� idx: process-set内のプロセスの索引

� pid: オペレーティング・システムのプロセス ID

� uid: OPMN uniqueid

� typ: このプロセスの種類の名前

� sta: プロセスのステータス

� stm: 開始時間（ミリ秒）

� utm: 稼動時間（ミリ秒）

� cpu: CPU タイム（ミリ秒）

� mem: 使用メモリー（KB）

� por: ポートの一覧

<width> フィールドのサイズを指定します。この値より短い出力は、指定した
<justification> に従ってパディングが行われます。この値より長い出力

は省略され、末尾に ' ～ ' が表示されます。 

デフォルト値 : 各データの幅

<justification> フィールドの文字間隔調整を指定します。width で指定した値より短い

出力の文字間隔を調整できます。L、Rまたは C（左揃え、右揃えまた

は中央揃え）を指定します。 

デフォルト値 : L

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 1.8.3 項「コマンド定義」
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opmnctl コマンドの詳細
opmnctl dmsdumpコマンドを使用すると、OPMN に対する Oracle Dynamic Monitoring 
Service（DMS）統計を出力できます。特定の Oracle Application Server コンポーネントに対す
るプロセス制御操作の出力を取得できます。属性を指定しない場合は、Oracle Application 
Server コンポーネントのすべての OPMN 管理対象プロセスのパフォーマンス・データが出力
されます。

DMS では、1 つのパフォーマンス・メトリック、すべてのパフォーマンス・メトリック、また
は任意の数のパフォーマンス・メトリックを監視できます。オプションを使用すると、リクエ
ストしたメトリックをレポートするレポート間隔を指定できます。DMS パフォーマンス・メト
リックの属性と値の詳細は、『Oracle Application Server パフォーマンス・ガイド』を参照して
ください。

<scope>は、出力リクエストのルーティング先を定義します。opmnctl dmsdumpコマンド
での <scope>の使用には、次のような特性があります。

� 何も指定されていない場合または @instanceのみが指定されている場合、出力リクエス
トはローカルの Oracle Application Server インスタンスにのみルーティングされます。
@instanceの後に他の Oracle Application Server インスタンス名が指定されている場合、
出力リクエストは指定された名前にルーティングされます。

� @clusterが指定されている場合、出力リクエストはローカルの Oracle Application Server
クラスタにルーティングされます。@cluster の後に名前が指定されている場合、出力リク
エストは指定された名前を持つ Oracle Application Server クラスタにルーティングされま
す。@clusterの後に他の Oracle Application Server クラスタ名が指定されている場合、
出力リクエストは指定された名前にルーティングされます。

� @farmが指定されている場合、出力リクエストはファーム全体にルーティングされます。

複数の <attr>=<value>ペアは、&で区切る必要があります。次に例を示します。

prompt > opmnctl dmsdump "table=opmn_ons&format=xml"

このコマンドを実行すると、リスニングするポートや処理した通知の数など、ONS に対して収
集された一連の統計が出力されます。出力は、テキストではなく .xml形式になります。テキ
スト形式で出力を参照する場合は、コマンドラインで &format=xmlを指定しないでください。

DMS の詳細は、『Oracle Application Server パフォーマンス・ガイド』を参照してください。

1.8.4.3 opmnctl ping
構文は次のとおりです。opmnctl ping [<max_retry>]

opmnctl pingコマンドを実行すると、ローカルの OPMN サーバーの操作を検証できます。 
<max_retry> には、再試行回数の 大値を指定します。<max_retry> を指定すると、コマ
ンドが正常に終了するか <max_retry> で指定した回数に達するまで、1 秒ごとにローカルの
OPMN に ping が実行されます。

たとえば、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl ping 10

この場合、ping コマンドが正常に終了するまで、OPMN に ping が 10 回実行されます。

1.8.5 ヘルプ・コマンドヘルプ・コマンドヘルプ・コマンドヘルプ・コマンド
opmnctl helpコマンドを使用すると、OPMN に関する追加情報を取得できます。

この項では、opmnctlコマンドで使用できるコマンド・オプションについて説明します。 各コ
マンド・オプションについて、次の項を参照してください。

� 第 1.8.5.1 項「opmnctl help」

� 第 1.8.5.2 項「opmnctl usage」

� 第 1.8.5.3 項「opmnctl validate」
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opmnctl コマンドの詳細
1.8.5.1 opmnctl help
構文は次のとおりです。opmnctl help

opmnctlコマンドの構文に関する簡単な説明を出力する場合は、このコマンドを使用します。

例 1-7 に、opmnctl helpコマンドの出力を示します。

例例例例 1-7 opmnctl help の出力の出力の出力の出力

prompt > opmnctl help

usage: /ORACLE_HOME/bin/opmnctl [verbose] [<scope>] <command> [<options>]

verbose: print detailed execution message if available

Permitted <scope>/<command>/<options> combinations are:

scope command options
_________ __________ __________

start - Start opmn
startall - Start opmn & all managed processes
stopall - Stop opmn & all managed processes
shutdown - Shutdown opmn & all managed processes

[<scope>] startproc [<attr>=<val>..] - Start opmn managed processes
[<scope>] restartproc [<attr>=<val>..] - Restart opmn managed processes
[<scope>] stopproc [<attr>=<val>..] - Stop opmn managed processes
[<scope>] reload - Trigger opmn to reread opmn.xml
[<scope>] status [<options>] - Get managed process status
[<scope>] dmsdump [<attr>=<val>&..] - Get DMS stats

ping [<max_retry>] - Ping local opmn
validate [<filename>] - Validate the given xml file
help - Print brief usage description
usage [<command>] - Print detailed usage description

1.8.5.2 opmnctl usage
構文は次のとおりです。opmnctl usage [<command>]

usageコマンドを実行すると、すべての opmnctlコマンドまたは指定したコマンドのヘルプ
が表示されます。

次のいずれかのコマンドを実行できます。

� start 

� startall 

� startproc

� stopall 

� stopproc

� restartproc 

� reload 

� shutdown

� ping

� status

� dmsdump

� help

たとえば、次のコマンドは例 1-8 に示す出力を表示します。

prompt > opmnctl usage stopall
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イベント・スクリプト
例例例例 1-8 opmnctl usage stopall の出力の出力の出力の出力

opmnctl stopall
Stop opmn daemon and opmn managed processes for local ias instance.

This request first tries to stop all opmn managed processes gracefully.
Processes which will not stop gracefully will be forcefully shutdown.  After
stopping all managed processes, the opmn daemon will shutdown itself.

This request should only be performed when it is necessary to stop the opmn
daemon.  Once started, the opmn daemon should remain up until it is necessary to
restart the computer or some other rare administrative event occurs.

To stop all opmn managed processes without stopping the opmn daemon, consider
using the stopproc command without any arguments.

To restart the opmn daemon without restarting any managed processes, consider
using the the reload command.  The reload command is the appropriate command to
use when the only goal is to restart the opmn daemon with a new configuration.

This request operates synchronously and will wait for the operation to complete
before returning.

1.8.5.3 opmnctl validate
構文は次のとおりです。opmnctl validate [<filename>]

opmnctl validateコマンドを実行すると、opmn.xmlファイルの XML 構文が検証されま
す。ファイル名のパラメータを指定しない場合は、デフォルトの ORACLE_
HOME/opmn/conf/opmn.xmlが検証されます。<filename> は、相対パスまたは絶対パスで
指定できます。

一度に検証できるファイルは 1 つです。opmn.xmlファイルの検証が正常に終了した場合は、
出力が生成されません。

1.9 イベント・スクリプトイベント・スクリプトイベント・スクリプトイベント・スクリプト
特定のコンポーネントが起動、停止またはクラッシュしたとき独自のカスタム・イベント・ス
クリプトを実行するように OPMN を構成できます。次のいずれかのイベント型を選択できま
す。

� pre-start: このスクリプトは、構成した依存関係のチェックが問題なく実行された後、
Oracle Application Server コンポーネントが起動される前に実行されます。たとえば、
pre-start スクリプトを使用して、外部コンポーネントに対するサイト固有の初期化を実行
できます。

� pre-stop: このスクリプトは、指定した Oracle Application Server コンポーネントを停止す
る前に実行されます。たとえば、pre-stop スクリプトを使用して、OC4J プロセスを停止す
る前に Java Virtual Machine のスタック・トレースを収集できます。

� post-crash: このスクリプトは、Oracle Application Server コンポーネントが予期せず中断
した後に実行されます。たとえば、post-crash イベント発生時に管理者のポケベルへ通知
が送信されるようにスクリプトまたはプログラムを作成しておけば、コンポーネントのク
ラッシュを把握できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 A.2.5 項「イベント・スクリプトを使用したトラブルシューティング」

� 第 3 章「opmn.xml の一般的な構成」の <event-scripts>
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1.10 起動順序の依存関係起動順序の依存関係起動順序の依存関係起動順序の依存関係
Oracle Application Server のコンポーネントやサービスによっては、起動前に他のコンポーネ
ントやサービスを実行させておく必要があります。 OPMN では、インストール時にデフォルト
の起動順序の依存関係が構成されるため、1 つのコマンドで、インスタンス内のすべてのコン
ポーネントを正しい順序で起動できます。Oracle Application Server の依存関係の詳細は、
『Oracle Application Server 管理者ガイド』を参照してください。

OPMN には一連の依存関係が構成されますが、環境に応じて追加の依存関係を構成できます。

1.11 OPMN ログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイル
OPMN が生成するログ・ファイルには、パフォーマンスや構成の問題の特定に役立つ重要な情
報が保存されています。Application Server Control コンソールでは、Oracle Application 
Server コンポーネントのログ・ファイルを容易に検索および表示し、確認できるようになって
います。

1.12 セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ
ONS クライアントおよび PM 管理プロセスが使用する OPMN のローカル・リスナー・ポート
では、セキュリティに Secure Socket Layer（SSL）暗号化を使用しませんが、別の 2 つのメカ
ニズムを使用して OPMN サーバーへのアクセスを許可します。

� OPMN は、ローカル・リスナー・ポートをローカル・ホストにバインドします。ローカ
ル・システムのユーザーは、このポートに接続して OPMN プロセスの制御リクエストを発
行します。情報のリクエストは、システム IP にバインドされた OPMN リクエスト・ポー
トに対して有効です。リクエスト・ポートは、SSL 暗号化をサポートしません。

� OPMN サーバー・プロセスが初めて起動してローカル・ポートに正常にバインドすると、
出力可能な ASCII 文字の文字列が作成され、これがローカル接続の鍵として使用されま
す。ローカル・ポートへのすべての接続は、この鍵が含まれていないと OPMN サーバーに
より切断されます。ASCII 文字列は、ORACLE_HOME/opmn/conf/.formfactorファイ
ルに記述されます。.formfactorファイルにアクセスできないプロセスは、OPMN サー
バーとの相互作用を許可されません。 

セキュリティ上の理由から、OPMN サーバーは、無効なフォーム・ファクタ鍵（この OPMN
プロセスが .formfactorファイルに記述した値と一致しない鍵）を使用したローカル・ポー
トへの接続をすべて記録します。 

セキュリティ違反の他に、接続が失敗する原因となる 4 つの一般的なユーザー・エラーがあり
ます。

� ユーザーが、間違ったユーザー ID を使って OPMN クライアントを手動で実行しようとす
る。アプリケーション・サーバーのユーザーのみ .formfactorファイルの値を読み取る
ことができるため、間違ったユーザーが実行するリクエストまたはプロセスでは、OPMN
サーバーに正しい鍵を指定できません。

� ユーザーが、間違った ORACLE_HOMEから OPMN クライアントを実行しようとする。1 つ
のシステムに複数の ORACLE_HOMEインスタンスを構成できます。他の ORACLE_HOMEイ
ンスタンスの OPMN が同じローカル・ポートを使用するように構成されていると、間違っ
た ORACLE_HOMEの Oracle Application Server プロセス・リクエストが、間違った
.formfactorファイルを読み取ります。

� ユーザーが、opmn.xmlファイルのローカル・ポート構成を手動で変更し、前の OPMN
サーバーを停止せずに新しい OPMN サーバーを起動した。新しい OPMN サーバーを実行
すると、このプロセスが新しいポートにバインドし、.formfactorファイルが上書きさ
れます。ローカル・ポートから前の OPMN サーバーに接続できなくなり、リモートの
OPMN リクエスト（SSL および認証が構成されている場合）を実行するか前の OPMN
サーバーを手動で停止しないと、前のサーバーをシャットダウンできなくなります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 A.2.1 項「OPMN ログ・ファイル」

� 『Oracle Application Server 管理者ガイド 』
OPMN: 概要 1-21
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� Oracle Application Server と Oracle Database の両方が ONS を使用している。 これらの 2 つ
の製品が同じホストにインストールされている場合は、ONS 用のデフォルト・ポート値

（ローカルが 6100、リモートが 6200）が Oracle Database と Oracle Application Server の両
方で同一であるため、ONS ポートの競合が発生します。

Oracle Database では、ONS は特別な構成に対してのみ使用されるため、通常は起動され
ていません。この場合、データベース・リスナーが Database ONS サーバーに接続を試み
ると、Oracle Application Server とともにインストールされた ONS サーバーに接続してし
まうことになります。ONS（OPMN の構成要素としての）は、Oracle Application Server
の起動時は常に起動されています。

Oracle Database は Oracle Application Server とは異なる ORACLE_HOMEにインストールさ
れるため、Oracle Application Server とともに OPMN が起動されたときに作成された
.formfactorファイルに Database ONS はアクセスできません。結果として、データ
ベース・リスナーは OPMN への接続を試み、DB リスナーはそれをフォーム・ファクタ文
字列のない自分用のスタンドアロン ONS として解釈します。Oracle Application Server 
OPMN は、ons.logファイルに次のようなエラーを記録します。

04/11/15 18:43:32 [4] Local connection 0,127.0.0.1,6100 invalid form factor

これは OPMN の予定された動作で、正しいフォーム・ファクタ文字列を所持しないかぎ
り、ONS サーバーへのクライアント・アクセスが禁止されます。

Oracle Database リスナーが Oracle Application Server OPMN サーバーに接続するのを回
避するには、Oracle Database とともにインストールした ONS サーバーに対するデフォル
トのローカルおよびリモート・ポート値を変更します。別の方法としては、OTN から入手
可能な 新の Oracle Database パッチセットを適用できます。

http://www.oracle.com/technology/products/

1.12.1 リモート・セキュリティリモート・セキュリティリモート・セキュリティリモート・セキュリティ
OPMN は、同じファーム内の他の OPMN サーバーへのリモート・リクエストをサポートしま
すが、セキュリティ上の理由から、すべてのプロセス制御リクエスト（起動、再起動および停
止）は、opmn.xmlファイル内で SSL が有効であり、Wallet ファイルが構成されている場合に
のみ許可されます。SSL および Wallet ファイルのいずれも構成されていない場合、OPMN はリ
モートのすべてのプロセス制御リクエストを HTTP コード 403 で拒否します。 

リモート管理に使用するリモート・ポートでは、SSL を有効にする必要があります。 このリモー
ト・ポートは、複数の OPMN サーバー間の通信にのみ使用してください。 Oracle Application 
Server コンポーネントおよび Application Server Control コンソールは、リモート管理でアクセ
スできないローカル・ポートを使用して送信を行います。すべてのアクセス制御および認証は、
Application Server Control コンソールを通して制御されます。

1.13 DCM
DCM は、opmn.xmlの構成や、共通の Infrastructure（Oracle Application Server ファームの
メンバー）に関連付けられている Application Server インスタンス内の構成を管理します。こ
れによって、Oracle Application Server のクラスタ全体でのデプロイが可能となるため、アプ
リケーションをクラスタ全体にデプロイしたり、単一のホストまたはインスタンスの設定変更
をクラスタ内のすべてのインスタンスに適用したりできます。Application Server Control コン
ソールは、DCM を使用して、設定変更を作成したり、設定変更およびデプロイされたアプリ
ケーションをクラスタ全体に伝播します。

コマンドラインで実行するすべてのプロセス制御には、OPMN の opmnctlコマンドを使用す
る必要があります。DCM の dcmctlコマンドは、設定に関する操作やアプリケーションのデ
プロイにのみ使用してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server セキュリティ・ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Distributed Configuration Management 管理者ガイド』
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1.14 iHAT
Oracle Application Server Hi-Av Tool（iHAT）は、企業のリアルタイムのグラフィカル・イン
タフェース表示を提供します。 iHAT は、各プロセスのパフォーマンス・メトリックなど、1 つ
以上の OPMN サーバーが管理するすべての Oracle Application Server プロセスを表示します。
システムのスナップショットは、設定された時間隔によって継続的に更新されます。

iHAT は、Oracle Application Server コンポーネントを持つ Oracle Application Server インスタ
ンスを表示します。また、各 Oracle Application Server コンポーネントの ias-component、
process-setおよび process-typeレベルを表示します。process-typeの子プロセス表
示には、ステータス、process-type、プロセス ID（pid）、メモリー使用量、稼動時間および
CPU 使用量が表示されます。

図 1-2 に、2 つの Oracle Application Server インスタンスを持つ企業の iHAT の表示例を示しま
す。

iHAT は、次の OTN の Web サイトからダウンロードできます。

http://www.oracle.com/technology/membership

図図図図 1-2 iHAT の表示例の表示例の表示例の表示例
OPMN: 概要 1-23



iHAT
1-24　Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド



OPMN の
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OPMN の使用の使用の使用の使用

この章では、Oracle Application Server の OPMN を実行する場合に使用する、コマンドライン
構文の例について説明します。 この章の項目は次のとおりです。

� 第 2.1 項「OPMN の起動」

� 第 2.2 項「ローカルの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理する
プロセスの起動および停止」

� 第 2.3 項「リモートの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理する
すべてのプロセスの起動および停止」

� 第 2.4 項「ローカルの Oracle Application Server インスタンスの Oracle Application Server
コンポーネントの起動および停止」

� 第 2.5 項「ローカルの Oracle Application Server インスタンスの Oracle Application Server
プロセス・タイプの起動および停止」

� 第 2.6 項「複数の Oracle Application Server インスタンス環境の起動および停止」

� 第 2.7 項「Oracle Application Server Farm のコンポーネントの起動」
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OPMN の起動
2.1 OPMN の起動の起動の起動の起動
OPMN は、起動および使用時に、実行中のその他の Oracle Application Server コンポーネント
に依存しません。ホストの電源を入れたら、すぐに OPMN サーバーを起動してください。

他の Oracle Application Server コンポーネントを起動せずに OPMN を起動する場合は、次のコ
マンドを実行します。

prompt > opmnctl start

2.2 ローカルのローカルのローカルのローカルの Oracle Application Server インスタンスに対してインスタンスに対してインスタンスに対してインスタンスに対して
OPMN が管理するプロセスの起動および停止が管理するプロセスの起動および停止が管理するプロセスの起動および停止が管理するプロセスの起動および停止

ローカルの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理するプロセスを起動
する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl startproc

ローカルの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理するプロセスを停止
する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl stopproc

2.3 リモートのリモートのリモートのリモートの Oracle Application Server インスタンスに対してインスタンスに対してインスタンスに対してインスタンスに対して
OPMN が管理するすべてのプロセスの起動および停止が管理するすべてのプロセスの起動および停止が管理するすべてのプロセスの起動および停止が管理するすべてのプロセスの起動および停止

リモートの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理するプロセスを起動
する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @instance:oracleas2.foo.com startproc

リモートの Oracle Application Server インスタンスに対して OPMN が管理するプロセスを停止
する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @instance:oracleas2.foo.com stopproc

2.4 ローカルのローカルのローカルのローカルの Oracle Application Server インスタンスのインスタンスのインスタンスのインスタンスの Oracle 
Application Server コンポーネントの起動および停止コンポーネントの起動および停止コンポーネントの起動および停止コンポーネントの起動および停止

ローカルの Oracle Application Server インスタンスの Oracle Internet Directory を起動する場合
は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl startproc ias-component=OID

ローカルの Oracle Application Server インスタンスの Oracle Internet Directory を停止する場合
は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl stopproc ias-component=OID

注意注意注意注意 : 引数を設定せずに opmnctl startprocおよび opmnctl 
stopprocコマンドを実行すると、OPMN が管理するすべてのプロセス
が起動および停止します。
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2.5 ローカルのローカルのローカルのローカルの Oracle Application Server インスタンスのインスタンスのインスタンスのインスタンスの Oracle 
Application Server プロセス・タイプの起動および停止プロセス・タイプの起動および停止プロセス・タイプの起動および停止プロセス・タイプの起動および停止

ローカルの Oracle Application Server インスタンスの performance_server 
process-typeを起動する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl startproc ias-component=wireless process-type=performance_server

ローカルの Oracle Application Server インスタンスの performance_server 
process-typeを停止する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl stopproc ias-component=wireless process-type=performance_server

2.6 複数の複数の複数の複数の Oracle Application Server インスタンス環境の起動およインスタンス環境の起動およインスタンス環境の起動およインスタンス環境の起動およ
び停止び停止び停止び停止

ローカル・インスタンス oracleas1から複数の Oracle Application Server インスタンス環境
を起動する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @instance:oracleas1.foo.com:oracleas2.bar.com startproc

このコマンドを実行すると、<scope>引数で指定した、両方のインスタンスのすべてのコン
ポーネントのすべてのプロセスが起動します。ローカル・インスタンス oracleas1をコマン
ドで指定していることに注目してください。

ローカル・インスタンス oracleas1から複数の Oracle Application Server インスタンス環境
を停止する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @instance:oracleas1.foo.com:oracleas2.bar.com stopproc

このコマンドを実行すると、<scope>引数で指定した、2 つのインスタンスのすべてのコン
ポーネントのすべてのプロセスが停止します。ローカル・インスタンス oracleas1をコマン
ドで指定していることに注目してください。

2.7 Oracle Application Server Farm のコンポーネントの起動のコンポーネントの起動のコンポーネントの起動のコンポーネントの起動
複数の Oracle Application Server インスタンスで同じ Oracle Application Server コンポーネン
トを起動する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @farm startproc ias-component=HTTP_Server

複数の Oracle Application Server インスタンスで同じ Oracle Application Server コンポーネン
トを停止する場合は、次のコマンドを実行します。

prompt > opmnctl @farm stopproc ias-component=HTTP_Server

注意注意注意注意 : @instance <scope>を他の Oracle Application Server インスタ
ンスと使用する場合は、ローカルの Oracle Application Server インスタン
スも指定する必要があります。<scope>引数を指定したコマンドは、
<scope>引数で指定したインスタンスに対してのみ実行されます。
<scope>にローカル・インスタンスを指定すると、そのローカル・イン
スタンスに対してのみコマンドが実行されます。
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opmn.xml の一般的な構成の一般的な構成の一般的な構成の一般的な構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの要素および属性の一般的な構成例や詳細について説
明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 3.1 項「opmn.xml の要素および属性の例」

� 第 3.2 項「opmn.xml の要素および属性について」
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opmn.xml の要素および属性の例
3.1 opmn.xml の要素および属性の例の要素および属性の例の要素および属性の例の要素および属性の例
例 3-1 に、特定の Oracle Application Server コンポーネントに固有でない、opmn.xmlファイ
ルで使用できるすべての要素および属性を示します。

例例例例 3-1 一般的な構成の要素および属性一般的な構成の要素および属性一般的な構成の要素および属性一般的な構成の要素および属性

<opmn>
<notification-server>

<ipaddrremote="ip" request="ip"/>
<port local="port" remote="port" request="port"/>
<log-file path="path" level="level" rotation-size="kBytes" rotation-hour="HOD"/>
<ssl enabled="boolean" wallet-file="path" wallet-password="password"/>

</notification-server>
<process-manager insecure-remote-requests="boolean">

<log-file path="path" level="level" rotation-size="kBytes" rotation-hour="HOD"/>
<process-modules>

<module path="path" tag="tag-id" status="state" cron="interval">
<module-data>

<category id="id">
<data id="id" value="value" process-conversion="boolean"/>
</category>

</module-data>
<module-idid="module-id"/>
</module>

</process-modules>
<ias-instanceid="ias-instance-name" ORACLE_HOME="path">

<environment>
<variable id="id" value="value" append="boolean" process-conversion="boolean"/>

</environment>
<!-- module-data  -->
<ias-component id="component-id" id-matching="boolean" status="state">

<!-- environment -->
<!-- module-data -->
<dependencies>

<database db-connect-info="connect" infrastructure-key="key"
timeout="depend-timeout"cache-timeout="cache-timeout"/>
<OID address="address" timeout="depend-timeout" cache-timeout="cache-timeout">

<ssl enabled="boolean" wallet-file="path" wallet-password="password">
</OID>
<OSSO host="hostname" port="port" URI="uri" timeout="depend-timeout"
cache-timeout="cache -timeout"/>

 <ssl enabled="boolean" wallet-file="path" wallet-password="password">
</OSSO>
<managed-processias-instance="ias-instance-id" ias-component="ias-component-id"
process-type ="process-type-id" process-set="process-set-id" autostart="boolean"
autostop="boolean" timeout="depend-timeout" cache-timeout="cache-timeout"/>

</dependencies>
<process-type> id="process-type-id" module-id="module-id" status="state"
working-dir="path">

注意注意注意注意 : OPMN は、path 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動し
ているシステムに応じたディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。
UNIX では円記号（¥）がスラッシュ（/）に、Windows ではスラッシュ（/）
が円記号（¥）に変換されます。 

OPMN では、スラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）文字をエスケー
プ文字として使用します。Windows システムでは、文字列に含まれるカレッ
ト・スラッシュ（^/）は、スラッシュ（/）として認識されます。結果とし
て生成される文字列内にカレット（^）文字を使用したい場合は、カレット
（^）文字を 2 つ並べて指定します。たとえば、^^ のように指定すると、結果
の文字列内に ^ が表示されます。 
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<!--environment-->
<!-- module-data -->
<!-- dependencies -->
<event-scripts>

<pre-startpath="path">
<pre-stop path="path">
<post-crash path="path">

</event-scripts>
<start timeout="timeout" retry="num"/>
<stop timeout="timeout"/>
<restart timeout="timeout" retry="num"/>
<ping timeout="timeout" retry="num" interval="interval"/>
<port id="id" range="range"/>
<process-set id="process-set-id" restart-on-death="boolean" numprocs="num"
minprocs="min" maxprocs="max" status="state" working-dir="path" parallel-requests=
"boolean">
<!-- environment -->
<!-- module-data -->
<!-- dependencies-->
<!-- event script -->
<!-- start -->
<!-- stop -->
<!-- restart -->
<!-- ping -->
<!-- port -->

</process-set>
</process-type>

</ias-component>
</ias-instance>

</process-manager>
</opmn>

3.2 opmn.xml の要素および属性についての要素および属性についての要素および属性についての要素および属性について
この項では、特定の Oracle Application Server コンポーネントに固有でない、opmn.xmlファ
イルで使用できる要素および属性について紹介するとともに、各要素の属性について説明しま
す。

<opmn>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : なし
属性 : なし

opmn.xmlの 上位の要素です。

<notification-server>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <opmn>
属性 : なし

OPMN の ONS 部分を構成する要素を含むか、またはその要素を構成します。

<ipaddr>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <notification-server>
属性 : remote、request
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ONS リスナー・スレッドやホストとポートのバインドに使用するホスト情報を指定します。

remote="ip"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : ONS が自身のリモート・ポートをバインドする IP アドレス（###.###.###.### の形
式で指定）またはホスト名

ONS が自身のリモート・ポートをバインドする IP アドレスまたはホスト名を指定します。リ
モート・ポートは、ONS 間の通信に使用されます。ONS 間の通知の送受信はリモート・ポー
トを介して行われます。OPMN は、ONS を使用し、リモート・ポートを介して他の OPMN に
リモート・リクエストをルーティングします。

request="ip"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : ONS が自身のリクエスト・ポートをバインドする IP アドレス（###.###.###.### の
形式で指定）またはホスト名

ONS が自身のリモート・ポートをバインドする IP アドレスまたはホスト名を指定します。こ
のポートはステータス情報の取得（DMS）にのみ使用されます。

<port>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <notification-server>
属性 : local、remote、request

ONS リスナー・スレッドやホストとポートのバインドに使用する port情報を構成します。

local="port"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ポート番号

ONS のローカル・ポートの値を指定します。

remote="port"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : ポート番号

ONS のリモート・ポートの値を指定します。

request="port"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : ポート番号

ONS のリクエスト・ポートの値を指定します。

<log-file>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <notification-server>
属性 : path、level、rotation-size、rotation-hour

ONS のログ・メカニズムの構成を定義します。
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path="path"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ONS のログ・ファイルのファイル名のパス

path属性は値文字列です。パスに指定したすべてのディレクトリはあらかじめ存在している必
要があります。また、OPMN には、ログ・ファイルが存在するディレクトリに対して読取りお
よび書込み権限が必要です。 ORACLE_HOMEを使用することもできます。

ORACLE_HOMEは、Oracle ソフトウェアがインストールされているルート・ディレクトリです。

OPMN は、path 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動しているシステムに応じた
ディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がスラッシュ（/）に、
Windows ではスラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。 

OPMN では、スラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）文字をエスケープ文字として使用
します。Windows システムでは、文字列に含まれるカレット・スラッシュ（^/）は、スラッ
シュ（/）として認識されます。結果として生成される文字列内にカレット（^）文字を使用し
たい場合は、カレット（^）文字を 2 つ並べて指定します。たとえば、^^ のように指定すると、
結果の文字列内に ^ が表示されます。 

level="level"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 0 ～ 9 までの整数

この値は ONS のロギング・レベルを示します。

0 ロギングなし

1 致命的エラー

2 エラー

3 警告

4 イベント

5 リスナーおよびリソース管理、opmn.xmlの解析情報

6 接続管理、内部通知ルーティングおよびワーカー・スレッド管理

7 通知の解析および処理、サブスクリプションの追加および削除、高レベルの送信キューの
チェック

8 受信した通知の内容、送信キューの処理の詳細、サブスクリプションの処理の詳細

9 送信した通知の内容およびサブスクリプションの処理の詳細 

rotation-size="kBytes"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 整数

ログ・ファイルの 大サイズをキロバイト単位で指定します。ログ・ファイルのサイズが設定
値に達すると、ONS のロギング・メカニズムによりログ・ファイルが閉じられ、そのファイル
の名前が整数値のタイムスタンプで変更されて、新しいログ・ファイルが作成されます。この
属性は、rotation-hourとともに使用することもできます。

rotation-hour="HOD"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 0 ～ 23 までの整数
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指定した日時になると、ONS のロギング・メカニズムによりログ・ファイルが閉じられ、その
ファイルの名前が整数値のタイムスタンプで変更されて、新しいログ・ファイルが作成されま
す。この属性は、rotation-sizeとともに使用することもできます。

<ssl>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <notification-server>
属性 : enabled、wallet-file、wallet-password

ONS 間のセキュリティおよび認証構成を定義します。

enabled="boolean"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : trueまたは false

true の場合、ONS で SSL が有効になります。

wallet-file="path"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : Oracle Wallet のパス

ONS 接続の認証に使用する Oracle Wallet を指定します。 ORACLE_HOMEを使用することもでき
ます。

OPMN は、path 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動しているシステムに応じた
ディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がスラッシュ（/）に、
Windows ではスラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。 

OPMN では、スラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）文字をエスケープ文字として使用
します。Windows システムでは、文字列に含まれるカレット・スラッシュ（^/）は、スラッ
シュ（/）として認識されます。結果として生成される文字列内にカレット（^）文字を使用し
たい場合は、カレット（^）文字を 2 つ並べて指定します。たとえば、^^ のように指定すると、
結果の文字列内に ^ が表示されます。 

wallet-password="password"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : Wallet のパスワードに使用する文字列

特定の Wallet に使用するパスワード文字列を指定します。

<process-manager>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <opmn>
属性 : insecure-remote-requests

process-managerには、OPMN の PM 部分の構成の定義が含まれます。

insecure-remote-requests="boolean"

必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false
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デフォルトでは、ONS の SSL が有効であり Wallet ファイルが認証用に構成されている場合の
み、OPMN がリモートの OPMN からルーティングされたリクエストの起動、停止、再起動、
シャットダウンおよび再ロードを許可します。 

この属性を trueに設定することには重大なセキュリティ上のリスクが伴うため、セキュリ
ティを強化したファイア・ウォールを設定するか、外部ネットワークから完全に切断した状態
で、接続した OPMN をテストする場合にのみ使用してください。

<log-file>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-manager>
属性 : path、level、rotation-size、rotation-hour

PM のログ・メカニズムの構成を定義します。

path="path"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : PM のログ・ファイルのファイル名のパス

パスに指定したすべてのディレクトリはあらかじめ存在している必要があります。また、
OPMN には、ログ・ファイルが存在するディレクトリに対して読取りおよび書込み権限が必要
です。 ORACLE_HOMEを使用することもできます。

OPMN は、path 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動しているシステムに応じた
ディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がスラッシュ（/）に、
Windows ではスラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。 

OPMN では、スラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）文字をエスケープ文字として使用
します。Windows システムでは、文字列に含まれるカレット・スラッシュ（^/）は、スラッ
シュ（/）として認識されます。結果として生成される文字列内にカレット（^）文字を使用し
たい場合は、カレット（^）文字を 2 つ並べて指定します。たとえば、^^ のように指定すると、
結果の文字列内に ^ が表示されます。 

level="level"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 0 ～ 9 までの整数

この値は PM のロギング・レベルを示します。

0 ロギングなし

1 致命的エラー

2 エラー

3 警告

4 イベント

5 内部およびモジュールの初期化、プロセス監視および依存関係チェックの結果

6 プロセスのリソース管理、HTTP リクエストおよびプロセスのジョブ・スケジューリングおよ
び実行、依存関係チェックの詳細

7 HTTP リクエストの解析およびリソース管理 

注意注意注意注意 : この属性を trueに設定すると、セキュリティ・チェックが無効
になるため、セキュリティ機能が構成されていない状態でこれらのリクエ
ストをリモートで発行できるようになります。
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8 HTTP リクエストのレスポンス、DMS の統計収集およびリクエスト

9 低レベルのスレッド・トレース 

rotation-size="kBytes"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 整数

ログ・ファイルの 大サイズをキロバイト単位で指定します。ログ・ファイルのサイズが設定
値に達すると、PM のロギング・メカニズムによりログ・ファイルが閉じられ、そのファイル
の名前が整数値のタイムスタンプで変更されて、新しいログ・ファイルが作成されます。この
属性は、rotation-hourとともに使用することもできます。

rotation-hour="HOD"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 0 ～ 23 までの整数

指定した日時になると、PM のロギング・メカニズムによりログ・ファイルが閉じられ、その
ファイルの名前が整数値のタイムスタンプで変更されて、新しいログ・ファイルが作成されま
す。この属性は、rotation-sizeとともに使用することもできます。

<process-modules>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-manager>
属性 : なし

PM は、指定したプロセス・モジュールごとにライブラリを動的にロードします。各プロセス・
モジュールは、特定の process-typeのセットをサポートするように設計されており、それ
らの process-typeが構成されている場合にのみ必要となります。

<module>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-modules>
属性 : path、tag、status、cron

moduleは、PM に対する process-type固有のサポートを提供します。各モジュールは、一
連の標準機能をエクスポートして PM のプロセス・モジュール API を使用する共有ライブラリ
として実装されます。モジュールは、サポート対象である process-typeの一覧を提供する
必要があります。特定の process-typeを一覧に含めることができるのは、1 つの構成された
プロセス・モジュールのみです。2 つのモジュールが同じ process-typeを一覧に含めること
はできません。

path="path"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : モジュールの共有ライブラリのパス

パスには共有ライブラリ・ファイルを指定する必要があります。ライブラリ・ファイルの接尾
辞がシステムの標準の接尾辞（UNIX の場合は .so、Windows の場合は .dll）である場合は、
その接尾辞を省略できます。省略された接尾辞は OPMN によって自動的に指定されます。$ パ
スを指定するときには、ORACLE_HOMEを使用できます。

OPMN は、path 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動しているシステムに応じた
ディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がスラッシュ（/）に、
Windows ではスラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。 
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OPMN では、スラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）文字をエスケープ文字として使用
します。Windows システムでは、文字列に含まれるカレット・スラッシュ（^/）は、スラッ
シュ（/）として認識されます。結果として生成される文字列内にカレット（^）文字を使用し
たい場合は、カレット（^）文字を 2 つ並べて指定します。たとえば、^^ のように指定すると、
結果の文字列内に ^ が表示されます。 

tag="tag-id"

必須 : ×
デフォルト値 : パスが指定する値
有効値 : モジュールを一意に識別する文字列

モジュールは、PM のログ・ファイルにエラーを記録する場合やリクエストへのレスポンスの
一部として、自身のタグの値をレポートします。必須ではありませんが、この属性に意味のあ
る値を設定すると、プロセス管理の問題の追跡に役立ちます。

status="state"

必須 : ×
デフォルト値 : enabled
有効値 : critical、enabledまたは disabled

モジュールを enabledに設定すると、PM は自身の共有ライブラリをロードして、モジュール
の初期化機能を起動およびコールします。disabledに設定すると、モジュール・エントリは
完全に無視されます。opmn.xmlにモジュールの process-typeが構成されている場合は、
この process-typeも disabledに設定する必要があります。criticalに設定した場合の
動作は、モジュールの初期化が失敗した場合に OPMN が致命的なエラー・コードで終了する点
を除いて、enabledに設定した場合と同じです。

cron="interval"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 整数

モジュールの cronコールバック機能をコールする時間隔を秒単位で指定します。cronコール
バックをサポートしないモジュールに対して cronの時間隔を設定することはできません。独
自に設計したモジュールを使用する場合を除いて、この属性は追加および変更しないでくださ
い。

<module-data>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <module>、<ias-instance>、<ias-component>、<dependencies>、<process-set>
属性 : なし

特定のモジュールにのみ意味のある、モジュール固有の名前と値のペアを定義する場合は、
module-dataブロックを使用します。各 module-dataブロックは、名前と値のデータのペ
アを含むカテゴリに分類されます。

module-dataブロックは、opmn.xml内の複数の要素に対して定義できます。また OPMN
は、process-setレベルに、それ以上のレベルで定義されたすべての値を含む
module-data集合体ブロックを作成します。この階層内に同じ category idと data id
を持つ複数の定義が存在する場合は、 下位レベルに定義された値が使用されます。

表 3-1 に、階層内の各レベル（一番上が 上位レベル）で定義された module-dataと、すべ
ての module-data定義の process-setレベルにおける結果の共用体を示します。
opmn.xml の一般的な構成 3-9



opmn.xml の要素および属性について
<category>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <module-data>
属性 : id

categoryは、module-dataブロック内の編成レベルを表します。

id="id"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

この文字列によってデータ・カテゴリを識別します。1 つの module-dataブロック内の各カ
テゴリ ID は一意にする必要がありますが、複数の module-dataブロックに同じデータ・カ
テゴリ ID を含めることができます。この場合、これらのカテゴリは関連していると見なされま
す。

<data>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <category>
属性 : id、value、process-conversion

module-data カテゴリ内のデータ名の値を定義します。

表表表表 3-1 module-data の階層の階層の階層の階層

モジュールモジュールモジュールモジュール 定義定義定義定義

ias-instance <category id="CatA">
<data id= "DataAA" value="aaaa"/>

</category>

ias-component <category id="CatA">
<data id= "DataAB" value="abab"/>

</category>
<category id="CatB">

<data id= "DataBA" value="baba"/>
</category>

module <category id="CatA">
<data id= "DataAC" value="acac"/>

</category>

process-type <category id="CatA">
<data id= "DataAA" value="XXXX"/>

</category>

process-set <category id="CatB">
<data id= "DataBB" value="bbbb"/>

</category>

RESULT <category id="CatA">
<data id= "DataAA" value="XXXX"/>
<data id= "DataAB" value="abab"/>
<data id= "DataAC" value="acac"/>

</category>
<category id="CatB">

<data id= "DataBA" value="baba"/>
<data id= "DataBB" value="bbbb"/>

</category>
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id="id"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

この文字列によってデータ要素を識別します。1 つのカテゴリ内の各データ ID は一意にする必
要がありますが、複数のカテゴリに同じデータ ID を含めることができます。異なるカテゴリ内
に定義された同じ id を持つデータ要素は互いに関連します。

value="value"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

データ要素の idに関連付けられた値文字列です。process-setの範囲内（process-set以
上の任意のレベル）に定義された任意の環境変数は、$variableまたは %variable%のよう
な値文字列で参照され、変数値に展開されます。この範囲内には、データ値が（process-set
以上の任意のレベルに）定義されています。

process-conversion="boolean"

必須 : ×
デフォルト値 : true
有効値 : trueまたは false

デフォルトでは、OPMN は、data 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動している
システムに応じたディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がス
ラッシュ（/）に、Windows ではスラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。変換を無効
にする場合は、この属性を falseに設定します。

process-conversion が trueの場合は、OPMN ではスラッシュの変換を防ぐため、カレット
（^）文字をエスケープ文字として使用することに注意してください。たとえば、Windows シス
テムでは、カレット・スラッシュ（^/）はスラッシュ（/）として認識されます。結果として
生成される文字列内にカレット（^）文字を使用したい場合は、カレット（^）文字を 2 つ並べ
て指定します。たとえば、^^ のように指定すると、結果の文字列内に ^ が表示されます。 

<module-id>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <module>
属性 : id

module-id名は、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付けま
す。

この識別子は各 process-typeで使用し、その process-typeをサポートするモジュールを
指定します。1 つのモジュールに複数の module-idを構成できます。

id="module-id"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

<ias-instance>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-manager>
属性 : id、ORACLE_HOME
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Oracle Application Server インスタンスの構成を定義します。各 OPMN でサポートされる
ias-instanceは 1 つだけです。

id="ias-instance-name"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

この文字列は、DCM が dcm.conf内で設定した ias-instance名と一致する必要がありま
す。 OPMN はこの文字列の値を無視して、常に DCM が設定した値を使用します。

ORACLE_HOME="path"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : パスを示す文字列

このパスは、この Oracle Application Server インスタンスに使用する ORACLE_HOMEと一致す
る必要があります。

OPMN は、path 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動しているシステムに応じた
ディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がスラッシュ（/）に、
Windows ではスラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。 

OPMN では、スラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）文字をエスケープ文字として使用
します。Windows システムでは、文字列に含まれるカレット・スラッシュ（^/）は、スラッ
シュ（/）として認識されます。結果として生成される文字列内にカレット（^）文字を使用し
たい場合は、カレット（^）文字を 2 つ並べて指定します。たとえば、^^ のように指定すると、
結果の文字列内に ^ が表示されます。 

<environment>
必須 : ○
デフォルト値 : 次の段落を参照
親要素 : <ias-instance>、<ias-component>、<dependencies>、<process-set>
属性 : なし

module-dataブロックと同様に、environmentブロックは opmn.xmlファイル内の複数の
要素に定義できます。また OPMN は、process-setレベルに、それ以上のレベルで定義され
たすべての値を含む environment集合体ブロックを作成します。この階層内に同じ idを持
つ複数の定義が存在する場合は、 下位レベルに定義された値が使用されます。

<variable>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <environment>
属性 : id、value、append、process-conversion

環境変数名とその値を定義します。

id="name"

必須 : ○
デフォルト値 : なし

注意注意注意注意 : OPMN は、ias-instanceレベルに次のデフォルトの環境変数
を設定します。値は、ias-instance構成または OPMN ランタイム環境
から抽出されます。

UNIX: ORACLE_HOME、ORACLE_NLS、OPMN_ENV_LC_ALL、OPMN_ENV_
LANG、OPMN_ENV_NLS_LANG、SHELL

Windows: COMSPEC、SYSTEM_DRIVE、SYSTEM_ROOT
3-12　Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド



opmn.xml の要素および属性について
有効値 : 文字列

環境変数の名前を指定します。environment idは environmentブロック内で重複できま
すが、 後に定義した値が前に定義した値よりも優先されます。異なる要素の environment
ブロックで、同じ environment idを定義できます。この場合、 下位レベルに定義した値
が、それより上のレベルで定義した値よりも優先されます。

value="value"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

環境変数の値を指定します。$variableまたは %variable%のような値文字列で参照される
環境変数が変数値に展開されます。上位レベルの定義や同じ environmentブロック内の前の
定義を使用する場合、同じ環境変数であればこの変数は自身を参照します。

環境変数を参照する場合は、UNIX シェル構文の $variableまたは ${variable}、あるいは
Windows 形式の %variable%を使用できます。何も定義されていない変数を参照した場合、
変数はそのまま維持されます。つまり、value="_notdefined_"は notdefinedが定義さ
れていなければ何も変更されません。

たとえば、次の environmentブロックでは、accumulateに "foobar" という値を指定して
います。

<environment>
<variable id="accumulate" value="foo">
<variable id="accumulate" value="${accumulate}bar">

</environment>

append="boolean"

必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false

trueを指定すると、新しい環境変数値を以前に定義した値に追加するように OPMN を強制で
きます。値の間はシステム・ライブラリ・デリミタ（UNIX の場合は ':'、Windows の場合は ';'）
で区切られます。これは、CLASSPATHなどの変数に使用する値をまとめる際に役立ちます。

たとえば、次の environmentブロックでは、UNIX システムの CLASSPATHに "/foo:/bar"
という値を指定しています。

<environment>
<variable id="CLASSPATH" value="/foo">
<variable id="CLASSPATH" value="/bar" append="true">

</environment>

process-conversion="boolean"

必須 : ×
デフォルト値 : true
有効値 : trueまたは false

OPMN は、environment 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動しているシステム
に応じたディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がスラッシュ
（/）に、Windows ではスラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。 

process-conversionが trueの場合、OPMN はスラッシュの変換を防ぐため、カレット
（^）文字をエスケープ文字として使用します。Windows システムでは、文字列に含まれるカ
レット・スラッシュ（^/）は、スラッシュ（/）として認識されます。結果として生成される
文字列内にカレット（^）文字を使用したい場合は、カレット（^）文字を 2 つ並べて指定しま
す。たとえば、^^ のように指定すると、結果の文字列内に ^ が表示されます。 
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<ias-component>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <ias-instance>
属性 : id、id-matching、status

ias-componentは、管理上の理由から、process-typeを論理グループにまとめたもので
す。

id="component-id"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

id属性は、ias-instance内の ias-componentを一意に識別します。

id-matching="boolean"

必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false

OPMN はデフォルトで、コンポーネントの id-matching属性が trueに設定されている場合
を除いて、ias-componentsと構成済のすべての ias-componentsとが一致しないようリク
エストします。trueに設定されている場合は、ias-componentやその ias-componentに
構成した任意の process-typeまたは process-setに反映するよう、リクエストに
ias-component idを明示的に含める必要があります。

status="state"

必須 : ×
デフォルト値 : enabled
有効値 : enabledまたは disabled

ias-componentを enabledに設定すると、OPMN は構成されたすべての属性および要素を
解析して、OPMN に対する操作のリクエストを許可します。disabledに設定すると、
ias-componentエントリは完全に無視されます。

<dependencies>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <ias-component>、<dependencies>、<process-set>
属性 : なし

OPMN は、dependenciesを使用して、プロセスを起動するかどうかを決定します。
module-dataと environmentブロック同様に、dependencies ブロックは opmn.xmlファイ
ル内の複数の要素に対して定義できます。また、OPMN は、process-set レベルに、それ以上の
レベルで定義されたすべての依存関係を含む依存関係の一覧を作成します。同じ依存関係が異
なるレベルに重複して定義されている場合は、プロセスを起動する前に依存関係のチェックが
実行されます。

依存関係のタイプは、主に外部と内部の 2 つに分けられます。外部依存関係は、OPMN が管理
しないリソースに使用されます。たとえば、OracleAS Metadata Repository や Application 
Server Control コンソールなどがあります。

外部プログラムは、OPMN がリソースのチェックを行う際に実行します。内部依存関係は、
OPMN が管理するプロセス（ユニット）に使用され、リモートの OPMN が管理するプロセス
もこれに含まれます。

OPMN は、依存関係の 新の状態や 後にチェックを実行した時間など、各依存関係の状態を
キャッシュに維持します。cache-timeoutパラメータを使用すると、各依存関係について、
キャッシュ内に維持している状態を使用する期間や、その状態を使用するかどうかを指定でき
ます。また、各依存関係に対して一般的なタイムアウト・パラメータを使用すれば、依存関係
のチェックやプロセスの起動を中断する前に、依存関係のステータスが更新されるまで OPMN
が待機する時間を指定できます。
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OPMN は、宣言された順番に依存関係をチェックしていきます。依存関係一覧の走査は、
チェックがすべて成功する（依存関係が有効）、 初のチェックが失敗する（依存関係が無効）、
あるいは依存関係チェックがタイムアウトになるかのいずれかによって終了します。

<database>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <dependencies>
属性 : db-connect-info、infrastructure-key、timeout、cache-timeout

チェック対象のデータベースを指定します。データベースの識別には、db-connect-infoま
たは infrastructure-keyを使用します。

db-connect-info="connect"

必須 : （infrastructure-keyを指定しない場合）
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

データベースへの接続に必要な文字列を指定します。

infrastructure-key="key"

必須 : （db-connectを指定しない場合）
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

データベースの識別に必要な infrastructure-keyを指定します。

timeout="depend-timeout"

必須 : ×
デフォルト値 : 1200
有効値 : 整数

timeout属性には、依存関係のチェックが完了するまで OPMN が待機する時間を秒単位で指
定します。設定した秒数を経過してもチェックが終了しない場合、OPMN はチェックが失敗し
たと判断します。

cache-timeout="cache-timeout"

必須 : ×
デフォルト値 : 600
有効値 : 整数

cache-timeout属性には、キャッシュ内のこの依存関係のエントリに対して、OPMN が現在
の稼動中ステータスを維持する時間を秒単位で指定します。 後に成功した依存関係のチェッ
クが、現在のチェックからさかのぼって指定した秒数内に実行されたものであれば、即座に依
存関係のチェックに成功のフラグが付きます。指定した秒数よりも前の場合は、新たに依存関
係のチェックが実行されます。cache-timeoutは 後に成功したチェックにのみ適用され、
前のチェックが失敗した場合は、別の方法で依存関係のチェックが実行されることに注意して
ください。0 を指定すると、OPMN は常に依存関係のチェックを実行します。

<OID>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <dependencies>
属性 : address、infrastructure、timeout、cache-timeout

特定の Oracle Internet Directory の address 文字列をチェックしたり、デフォルトの
Infrastructure の Oracle Internet Directory を使用するよう OracleAS Infrastructure のフラグが
trueに設定されているかどうかをチェックするように、Oracle Internet Directory（OID）サー
ビスを指定します。
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address="address"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

Oracle Internet Directory への接続に必要な address文字列を指定します。

infrastructure="boolean"

必須 : （addressを指定しない場合）
デフォルト値 : なし
有効値 : trueまたは false

この Oracle Application Server インスタンスに、デフォルトの Infrastructure の Oracle Internet 
Directory を使用するかどうかを指定します。 

timeout="depend-timeout"

必須 : ×
デフォルト値 : 1200
有効値 : 整数

timeout属性には、依存関係のチェックが完了するまで OPMN が待機する時間を秒単位で指
定します。設定した秒数を経過してもチェックが終了しない場合、OPMN はチェックが失敗し
たと判断します。

cache-timeout="cache-timeout"

必須 : ×
デフォルト値 : 600
有効値 : 整数

cache-timeout属性には、キャッシュ内の依存関係のエントリに対して、OPMN が現在の稼
動中ステータスを維持する時間を秒単位で指定します。 後に成功した依存関係のチェックが、
現在のチェックからさかのぼって指定した秒数内に実行されたものであれば、依存関係の
チェックに成功のフラグが付きます。指定した秒数よりも前の場合、OPMN は新たに依存関係
のチェックを実行します。cache-timeoutは、 後に成功した依存関係のチェックにのみ適
用されます。前のチェックが失敗した場合、OPMN は別の方法で依存関係のチェックを実行し
ます。0 を指定すると、OPMN は常に依存関係のチェックを実行します。

<ssl>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <OID>
属性 : enabled、wallet-file、wallet-password

Oracle Internet Directory 接続用の SSL 情報を指定します。

enabled="boolean"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : trueまたは false

Oracle Internet Directory 接続で SSL を有効にするには、この属性を trueに設定します。

wallet-file="path"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : パス

Oracle Internet Directory 接続の認証に使用する Wallet ファイルのパスを指定します。 ORACLE_
HOMEを使用することもできます。
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OPMN は、wallet-file 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動しているシステムに応
じたディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がスラッシュ（/）
に、Windows ではスラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。 

OPMN では、スラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）文字をエスケープ文字として使用
します。たとえば、Windows システムでは、カレット・スラッシュ（^/）はスラッシュ（/）
として認識されます。結果として生成される文字列内にカレット（^）文字を使用したい場合
は、カレット（^）文字を 2 つ並べて指定します。たとえば、^^ のように指定すると、結果の
文字列内に ^ が表示されます。 

wallet-password="password"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

特定の Wallet ファイルに使用するパスワードを指定します。

timeout="depend-timeout"

必須 : ×
デフォルト値 : 1200
有効値 : 整数

timeout属性には、依存関係のチェックが完了するまで OPMN が待機する時間を秒単位で指
定します。設定した秒数を経過してもチェックが終了しない場合、OPMN はチェックが失敗し
たと判断します。

cache-timeout="cache-timeout"

必須 : ×
デフォルト値 : 600
有効値 : 整数

cache-timeout属性には、キャッシュ内の依存関係のエントリに対して、OPMN が現在の稼
動中ステータスを維持する時間を秒単位で指定します。 後に成功した依存関係のチェックが、
現在のチェックからさかのぼって指定した秒数内に実行されたものであれば、依存関係の
チェックに成功のフラグが付きます。指定した秒数よりも前の場合、OPMN は新たに依存関係
のチェックを実行します。cache-timeoutは、 後に成功した依存関係のチェックにのみ適
用されます。前のチェックが失敗した場合、OPMN は別の方法で依存関係のチェックを実行し
ます。0 を指定すると、OPMN は常に依存関係のチェックを実行します。

<OSSO>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <dependencies>
属性 : host、port、URI、timeout、cache-timeout

チェック対象の OracleAS Single Sign-On（OSSO）サービスを指定します。

host="hostname"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

OracleAS Single Sign-On 接続用のホスト名を指定します。

port="port"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ポート番号

OracleAS Single Sign-On 接続用のポートを指定します。
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URI="uri"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

OracleAS Single Sign-On 接続用の URI を指定します。

<ssl>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <OSSO>
属性 : enabled、wallet-file、wallet-password

OracleAS Single Sign-On 接続用の SSL 情報を指定します。

enabled="boolean"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : trueまたは false

OracleAS Single Sign-On 接続で SSL を有効にするには、この属性を trueに設定します。

wallet-file="path"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : パス

OracleAS Single Sign-On 接続の認証に使用する Wallet ファイルのパスを指定します。 ORACLE_
HOMEを使用することもできます。

OPMN は、wallet-file 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動しているシステムに応
じたディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がスラッシュ（/）
に、Windows ではスラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。 

OPMN では、スラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）文字をエスケープ文字として使用
します。たとえば、Windows システムでは、カレット・スラッシュ（^/）はスラッシュ（/）
として認識されます。結果として生成される文字列内にカレット（^）文字を使用したい場合
は、カレット（^）文字を 2 つ並べて指定します。たとえば、^^ のように指定すると、結果の
文字列内に ^ が表示されます。 

wallet-password="password"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

特定の Wallet ファイルに使用するパスワードを指定します。

timeout="depend-timeout"

必須 : ×
デフォルト値 : 1200
有効値 : 整数

timeout属性には、依存関係のチェックが完了するまで OPMN が待機する時間を秒単位で指
定します。設定した秒数を経過してもチェックが終了しない場合、OPMN はチェックが失敗し
たと判断します。

cache-timeout="cache-timeout"

必須 : ×
デフォルト値 : 600
有効値 : 整数
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cache-timeout属性には、キャッシュ内の依存関係のエントリに対して、OPMN が現在の稼
動中ステータスを維持する時間を秒単位で指定します。 後に成功した依存関係のチェックが、
現在のチェックからさかのぼって指定した秒数内に実行されたものであれば、依存関係の
チェックに成功のフラグが付きます。指定した秒数よりも前の場合、OPMN は新たに依存関係
のチェックを実行します。cache-timeoutは、 後に成功した依存関係のチェックにのみ適
用されます。前のチェックが失敗した場合、OPMN は別の方法で依存関係のチェックを実行し
ます。0 を指定すると、OPMN は常に依存関係のチェックを実行します。

<managed-process>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <dependencies>
属性 : ias-instance、ias-component、process-type、process-set、autostart、
autostop、timeout、cache-timeout

チェックする管理対象プロセスを指定します。process-typeまたは process-setのプロセ
スは、指定した依存関係の管理対象プロセスが稼動中である場合にのみ起動します。循環依存
が検出されると、ローカルの管理対象プロセスでは拒否されますが、リモートの管理対象プロ
セスでは、依存関係チェックがデッドロックになりタイムアウトが起こります。

ias-instance="ias-instance-id"

必須 : ×
デフォルト値 : 現在の process-typeまたは process-setの ias-instance
有効値 : 文字列

管理対象プロセスの依存関係の ias-instanceを指定します。指定した ias-instanceが現
在の OPMN で管理されていない場合、その ias-instanceはリモートの管理対象プロセスの
依存関係であると見なされます。

ias-component="ias-component-id"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

管理対象プロセスの依存関係の ias-componentを指定します。

process-type="process-type-id"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

管理対象プロセスの依存関係の process-type-idを指定します。

process-set="process-set-id"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

管理対象プロセスの依存関係の process-set-idを指定します。

autostart="boolean"

必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false

チェック実行時に管理対象プロセスの依存関係が稼動していない場合、その依存関係を稼動さ
せるかどうかを指定します。
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autostop="boolean"

必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false

管理対象プロセスの依存関係が停止中である場合に、管理対象プロセスを停止するかどうかを
指定します。リモートの管理対象プロセスの依存関係に対する値は常に falseです。

timeout="depend-timeout"

必須 : ×
デフォルト値 : 1200
有効値 : 整数

timeout属性には、依存関係チェックが完了するまで OPMN が待機する時間を秒単位で指定
します。設定した秒数を経過してもチェックが終了しない場合、OPMN はチェックが失敗した
と判断します。

cache-timeout="cache-timeout"

必須 : ×
デフォルト値 : 600
有効値 : 整数

このパラメータは、リモートの OPMN が管理するプロセスにのみ使用されます。
cache-timeout属性には、キャッシュ内の依存関係のエントリに対して、OPMN が現在の稼
動中ステータスを維持する時間を秒単位で指定します。 後のタイムアウトの依存関係の
チェックが、現在のチェックからさかのぼって指定した秒数内に実行されたものである場合は、
即座に依存関係のチェックに成功のフラグが付きます。指定した秒数よりも前の場合は、新た
に依存関係のチェックが実行されます。cache-timeoutは 後に成功したチェックにのみ適
用され、前のチェックが失敗した場合は、別の方法で依存関係のチェックが実行されることに
注意してください。0 を指定すると、OPMN は常に依存関係のチェックを実行します。

<process-type>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <ias-component>
属性 : id、module-id、status、working-dir

process-typeは、同じモジュールがサポートする process-setをグループ化したもので
す。

id="process-type-id"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

id属性は、ias-component内の process-typeを一意に識別します。

module-id="module-id"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

module-id属性は、この process-typeをサポートする module-id要素に直接マップする
必要があります。

注意注意注意注意 : cache-timeoutは 後に成功したチェックにのみ適用され、前
のチェックが失敗した場合は、OPMN が別の方法で依存関係のチェック
を実行することに注意してください。
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status="state"

必須 : ×
デフォルト値 : enabled
有効値 : enabledまたは disabled

process-typeを enabledに設定すると、OPMN は構成されたすべての属性および要素を解
析して、OPMN に対する操作のリクエストを許可します。disabledに設定すると、
process-typeエントリは完全に無視され、opmn.xmlの一覧にないエントリと同様に処理さ
れます。

working-dir="path"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : パス

この process-typeに属する、作成された管理対象プロセス用の作業ディレクトリを指定し
ます。process-setに working-dir属性が定義されている場合、そのパスが
process-typeのパスよりも優先されます。 ORACLE_HOMEを使用することもできます。

OPMN は、working-dir 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動しているシステムに
応じたディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がスラッシュ

（/）に、Windows ではスラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。 

OPMN では、スラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）文字をエスケープ文字として使用
します。たとえば、Windows システムでは、カレット・スラッシュ（^/）はスラッシュ（/）
として認識されます。結果として生成される文字列内にカレット（^）文字を使用したい場合
は、カレット（^）文字を 2 つ並べて指定します。たとえば、^^ のように指定すると、結果の
文字列内に ^ が表示されます。 

<event-scripts>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-type>、<process-set>
属性 : なし

特定のプロセスに関連するイベントが発生した場合に実行する event scriptを指定します。 
OPMN はスクリプトの実行が完了するかタイムアウトが起こるまで待機してから、次のアク
ションを実行します。

表 3-2 に、イベント・スクリプトの引数を示します。

表表表表 3-2 イベント・スクリプトの引数イベント・スクリプトの引数イベント・スクリプトの引数イベント・スクリプトの引数

オプション名オプション名オプション名オプション名 オプションの引数オプションの引数オプションの引数オプションの引数 説明説明説明説明

-timeStamp <time> システムの現在の timeを示す整数値（秒単位）。

-instanceName <instance-name> 管理対象プロセスの instance-name。

-componentId <component-id> 管理対象プロセスの component-id。

-processType <process-type-id> 管理対象プロセスの process-type。

-processSet <process-set-id> 管理対象プロセスの process-set。

-processIndex <index> 管理対象プロセスの process-index。

-stder1 <path> プロセスの stderrファイル・ポインタのパス。

-stdout1 <path> プロセスの stdoutファイル・ポインタのパス。注

意 : start がプロセスの再起動リクエストの一部であ

る場合、この引数は pre-start スクリプトにのみ指

定されます。
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<pre-start>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <event-scripts>
属性 : path

構成した依存関係のチェックが問題なく実行された後、プロセスが実際に開始される前に実行
する pre-startスクリプトを指定します。このスクリプトのタイムアウトは、プロセス自体
の起動に設定されたタイムアウト値になります。このスクリプトの実行に使用した時間は、プ
ロセスの起動のタイムアウト値にカウントされます。スクリプトがタイムアウトした場合、プ
ロセスは起動せず、関連したすべての HTTP リクエストが失敗します。

イベント・スクリプトを使用して起動、停止または再起動などの OPMN プロセスをリクエスト
する場合は注意が必要です。これらのリクエストは process-setレベルでシリアライズされ
ています。現在のリクエスト（あるいはすでにキューに入れられている別のリクエスト）が実
行されている process-setに対してスクリプトがリクエストを実行すると、タイムアウトが
発生するまでそのスクリプトはハングします。 

path="path"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 実行可能スクリプトのパス

OPMN が実行権限を持つ実行可能プログラム、または読取り権限と実行権限の両方を持つスク
リプト・ファイルのパスを指定します。ORACLE_HOMEを使用することもできます。

OPMN は、path 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動しているシステムに応じた
ディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がスラッシュ（/）に、
Windows ではスラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。 

OPMN では、スラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）文字をエスケープ文字として使用
します。たとえば、Windows システムでは、カレット・スラッシュ（^/）はスラッシュ（/）
として認識されます。結果として生成される文字列内にカレット（^）文字を使用したい場合
は、カレット（^）文字を 2 つ並べて指定します。たとえば、^^ のように指定すると、結果の
文字列内に ^ が表示されます。 

<pre-stop>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <event-scripts>
属性 : path

-reason <reason> スクリプトが実行された理由を示す文字列。http_
requestは、このプロセス・アクションが、

OPMN に対してユーザーが HTTP リクエストを実

行した結果であることを示します。non_http_
requestは、このプロセス・アクションを実行し

たのが OPMN 自体であることを示します。

-pid2 <process-id> process-idに設定されたオペレーティング・シ

ステムの整数値。

-startTime2 <time> システムでのプロセスの開始時間を示す整数値（秒
単位）。

1 start がプロセスの再起動リクエストの一部である場合、この引数は pre-start スクリプトにのみ指定され
ます。pre-start イベントは、start の実行前にのみトリガーされます。再起動は、停止操作とその後に続
く起動操作で構成されます。起動操作は単独で実行することも、再起動操作の一部として実行することも
できます。

2 この引数は、pre-stop または post-crash イベント・スクリプトにのみ使用できます。

表表表表 3-2 イベント・スクリプトの引数（続き）イベント・スクリプトの引数（続き）イベント・スクリプトの引数（続き）イベント・スクリプトの引数（続き）

オプション名オプション名オプション名オプション名 オプションの引数オプションの引数オプションの引数オプションの引数 説明説明説明説明
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関連付けられたプロセスを停止する前に実行するスクリプトを指定します。このスクリプトの
タイムアウトは、プロセス自体の停止に設定されたタイムアウト値になります。このスクリプ
トの実行に使用した時間は、プロセスの停止のタイムアウト値にカウントされます。スクリプ
トがタイムアウトした場合は、すべての関連する HTTP リクエストが失敗します。ただし、
OPMN はプロセスの停止操作を続行します。

起動、停止または再起動などの OPMN プロセスをリクエストする場合は注意が必要です。これ
らのリクエストは process-setレベルでシリアライズされています。現在のリクエスト（あ
るいはすでにキューに入れられている別のリクエスト）が実行されている process-setに対
してスクリプトがリクエストを実行すると、タイムアウトが発生するまでそのスクリプトはハ
ングします。

path="path"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 実行可能スクリプトのパス

OPMN が実行権限を持つ実行可能プログラム、または読取り権限と実行権限の両方を持つスク
リプト・ファイルのパスを指定します。ORACLE_HOMEを使用することもできます。

OPMN は、path 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動しているシステムに応じた
ディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がスラッシュ（/）に、
Windows ではスラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。 

OPMN では、スラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）文字をエスケープ文字として使用
します。たとえば、Windows システムでは、カレット・スラッシュ（^/）はスラッシュ（/）
として認識されます。結果として生成される文字列内にカレット（^）文字を使用したい場合
は、カレット（^）文字を 2 つ並べて指定します。たとえば、^^ のように指定すると、結果の
文字列内に ^ が表示されます。 

<post-crash>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <event-scripts>
属性 : path

関連付けられたプロセスが予期せず中断した後に実行するスクリプトを指定します。このスク
リプトのタイムアウトは、プロセス自体の停止に設定されたタイムアウト値になります。スク
リプトが終了すると、OPMN は中断したプロセスの置換をスケジュールします。

起動、停止または再起動などの OPMN プロセスをリクエストする場合は注意が必要です。これ
らのリクエストは process-setレベルでシリアライズされています。現在のリクエスト（あ
るいはすでにキューに入れられている別のリクエスト）が実行されている process-setに対
してスクリプトがリクエストを実行すると、タイムアウトが発生するまでそのスクリプトはハ
ングします。

path="path"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 実行可能スクリプトのパス

OPMN が実行権限を持つ実行可能プログラム、または読取り権限と実行権限の両方を持つスク
リプト・ファイルのパスを指定します。ORACLE_HOMEを使用することもできます。

OPMN は、path 値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動しているシステムに応じた
ディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がスラッシュ（/）に、
Windows ではスラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。 

OPMN では、スラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）文字をエスケープ文字として使用
します。たとえば、Windows システムでは、カレット・スラッシュ（^/）はスラッシュ（/）
として認識されます。結果として生成される文字列内にカレット（^）文字を使用したい場合
は、カレット（^）文字を 2 つ並べて指定します。たとえば、^^ のように指定すると、結果の
文字列内に ^ が表示されます。 
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<start>
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
親要素 : <process-type>、<process-set>
属性 : timeout、retry

管理対象プロセスの開始パラメータを指定します。

timeout="timeout"

必須 : ×
デフォルト値 : 120
有効値 : 整数

管理対象プロセスの起動に対するタイムアウト値を指定します（秒単位）。

retry="num"

必須 : ×
デフォルト値 : 0
有効値 : 整数

1 つのリクエストにおいて連続して実行する、プロセスの起動試行回数を指定します。

<stop>
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
親要素 : <process-type>、<process-set>
属性 : timeout

管理対象プロセスの停止パラメータを指定します。

timeout="timeout"

必須 : ×
デフォルト値 : 60
有効値 : 整数

管理対象プロセスの停止に対する timeout値を指定します（秒単位）。

<restart>
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
親要素 : <process-type>、<process-set>
属性 : timeout、retry

管理対象プロセスの restartパラメータを指定します。

timeout="timeout"

必須 : ×
デフォルト値 : 180
有効値 : 整数

管理対象プロセスの再起動に対する timeout値を指定します（秒単位）。

retry="num"

必須 : ×
デフォルト値 : 0
有効値 : 整数

1 つのリクエストにおいて連続して実行する、プロセスの再起動試行回数を指定します。
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<ping>
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
親要素 : <process-type>、<process-set>
属性 : timeout、retry、interval

管理対象プロセスの pingパラメータを指定します。

timeout="timeout"

必須 : ×
デフォルト値 : 20
有効値 : 整数

管理対象プロセスの ping に対する timeout値を指定します（秒単位）。モジュールごとに
ping のタイムアウトを指定します。

retry="num"

必須 : ×
デフォルト値 : 0
有効値 : 整数

モジュールがプロセスの切断を宣言して起動を待機する前に許容する、ping の連続失敗回数を
指定します。モジュールごとに ping のリトライ回数を指定します。

interval="interval"

必須 : ×
デフォルト値 : 20
有効値 : 整数

管理対象プロセスの ping を実行する intervalを指定します（秒単位）。

<port>
必須 : ×
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-type>、<process-set>
属性 : id、range

OPMN は、使用するモジュールに対するポート管理メカニズムを提供します。各モジュール
は、idに設定されたポートを使用します。

id="id"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

id属性で、process-typeに使用するポートの範囲を識別します。各モジュールには、必須
またはオプションの portの id 一覧があります。

range="range"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ポート範囲

port rangeは、idに割り当てるポートを指定します。 

モジュールが id内のポート番号をリクエストすると、OPMN は、その範囲内のポートがロー
カル・システムにバインドされているかどうかをチェックし、バインドされていない場合はモ
ジュールにそのポート番号を返します。port rangeの構文は、ポートの番号や範囲をカンマ
で区切って指定します。
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次に例を示します。

ポート 5555、6666、7777、8888 および 9999 を指定する場合の構文は次のとおりです。

range="5555,6666,7777,8888,9999"

ポート 4000 ～ 4250 を指定する場合の構文は次のとおりです。

range="4000-4250"

ポート 7000 ～ 7049、7775、7785 および 8050 ～ 8099 を指定する場合の構文は次のとおりです。

range="7000-7049,7775,7785,8050-8099"

<process-set>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
親要素 : <process-type>
属性 : id、restart-on-death、numprocs、status、working-dir、
parallel-requests

process-setは、OPMN 内のプロセスを抽象化したものです。すべての module-data、環
境変数およびその他の構成パラメータが、process-setレベルで 終的な値に解決されます。

id="process-set-id"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列

id属性は、process-type内の process-setを一意に識別します。

restart-on-death="boolean"

必須 : ×
デフォルト値 : true
有効値 : trueまたは false

管理対象プロセスが、リクエストによる停止ではなく予期せず中断した場合、OPMN はそのプ
ロセスを自動的に再起動しません。中断された管理対象プロセスの自動再起動を有効にするに
は、この属性を trueに設定します。

numprocs="num"

必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 整数

OPMN がこの process-setに対して起動するプロセスの数を指定します。

minprocs="min"

必須 : （numprocsを構成しない場合）
デフォルト値 : なし
有効値 : 整数

OPMN がこのプロセス・セットに対して起動するデフォルトのプロセス数を指定します。
minprocsが構成されている場合、maxprocsには、minprocs の値と同じか、それより大きな
値を設定する必要があります。minprocs および maxprocsが構成されている場合、このプロ
セス・セットに対する OPMN リクエストに、特定のプロセス数が指定されます。この属性は、
numprocsが構成されている場合は指定できません。 

maxprocs="max"

必須 : （minprocs を構成する場合。minprocs を構成しない場合は×）
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デフォルト値 : なし
有効値 : 整数

minprocs が構成されている場合は、maxprocs属性を指定する必要があります。ただし、
numprocs が構成されている場合は指定できません。 

status="state"

必須 : ×
デフォルト値 : enabled
有効値 : enabledまたは disabled

process-setを enabledに設定すると、OPMN は構成されたすべての属性および要素を解
析して、OPMN に対する操作のリクエストを許可します。disabledに設定すると、
process-setエントリは完全に無視され、opmn.xmlの一覧にないエントリと同様に処理さ
れます。 

working-dir="path"

必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : パス

この process-setに属する、作成された管理対象プロセス用の作業ディレクトリを指定しま
す。 ORACLE_HOMEを使用することもできます。 

OPMN は、working-dir値文字列に含まれるスラッシュを、OPMN が稼動しているシステム
に応じたディレクトリ・パスの区切り文字に変換します。UNIX では円記号（¥）がスラッシュ
（/）に、Windows ではスラッシュ（/）が円記号（¥）に変換されます。 

OPMN では、スラッシュの変換を防ぐため、カレット（^）文字をエスケープ文字として使用
します。たとえば、Windows システムでは、カレット・スラッシュ（^/）はスラッシュ（/）
として認識されます。結果として生成される文字列内にカレット（^）文字を使用したい場合
は、カレット（^）文字を 2 つ並べて指定します。たとえば、^^ のように指定すると、結果の
文字列内に ^ が表示されます。 

parallel-requests="boolean"

必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false

OPMN は、特定の process-set で一度に 1 つのリクエストのみが実行できるように、process-set
レベルでリクエストをシリアライズします。後続のリクエストはそれぞれ、実行前に前のリク
エストが完了するまで待機する必要があります。このデフォルトの動作は、
parallel-requestsが trueに設定されている場合、process-set に対して無効化されます。 

注意注意注意注意 : この属性が有効で、OPMN が process-setのリクエストに対する
シリアライズをまったく実行しない場合は、競合するリクエストが事実上同
時に発行および実行される可能性があるため、process-set のプロセスが予測
不可能な状態になっています。したがって、parallel-requestsが true
に設定されている場合は、process-set で競合するリクエストが同時に発行さ
れていないことを確認する必要があります（暗黙的なワイルドカードで指定
された一致する process-set のリクエストも含みます）。
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4

Oracle HTTP Server の構成の構成の構成の構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの Oracle HTTP Server の構成について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 4.1 項「Oracle HTTP Server プロセス・モジュールの構成」

� 第 4.2 項「Oracle HTTP Server の 小構成」

� 第 4.3 項「Oracle HTTP Server の完全構成」

� 第 4.4 項「Oracle HTTP Server の属性の説明」

� 第 4.5 項「Oracle HTTP Server 2」

� 第 4.6 項「一般的な Apache（UNIX のみ）」

注意注意注意注意 :

�  各 ORACLE_HOMEには、Oracle HTTP Server を 1 つのみ構成できます。

� Oracle Application Server 10g リリース 2（10.1.2）には、Oracle HTTP 
Server（Apache 1.3 バージョン）が付属しています。このバージョンの
Oracle Application Server の構成では、Oracle HTTP Server 2（Apache 2
バージョン）を実行できません。

�  Oracle HTTP Server 2 を使用するには、Oracle HTTP Server 2 スタンド
アロン・インストールを使用する必要があります。Oracle HTTP Server 2
スタンドアロン・インストールは、付属の CD から利用可能です。
Oracle HTTP Server 2 インストールの構成では、Oracle HTTP Server を
実行できません。
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Oracle HTTP Server プロセス・モジュールの構成
4.1 Oracle HTTP Server プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成
次のコードは、Oracle HTTP Server プロセス・モジュールのロードと識別を行います。プロセ
ス・モジュールによる Oracle HTTP Server プロセスの管理は、module idによって識別され
ます。

<module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmnohs.so">
<module-id="OHS"/>

</module>

4.2 Oracle HTTP Server の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
次のコードは、Oracle HTTP Server の 小限の構成を示します。Oracle HTTP Server の他のす
べての構成要素と属性にはデフォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="HTTP_Server">
<process-type id="HTTP_Server" module-id="OHS">

<process-set id="HTTP_Server" numprocs="1"/>
</process-type>

</ias-component>

4.3 Oracle HTTP Server の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
次のコードは、Oracle HTTP Server の完全な構成を示します。これには、Oracle HTTP Server
に使用できる構成要素と属性がすべて含まれています。

<ias-component id="HTTP_Server" status="enabled" id-matching="false">
<process-type id="HTTP_Server" module-id="OHS">

<process-set id="HTTP_Server" restart-on-death="true" numprocs=1>
<module-data>

<category id="start-parameters">
<data id="config-file" value="/myconfs/httpd.conf"/>
<data id="start-mode" value="ssl-disabled"/>
<data id="command-line" value="-D MyDefine"/>

</category>
<category id="ping-parameters">

<data id="ping-url" value="/"/>
</category>
<category id="restart-parameters">

<data id="reverseping-timeout" value="345"/>
<data id="no-reverseping-failed-ping-limit" value="3"/>
<data id="reverseping-failed-ping-limit" value="6"/>

</category>
</module-data>

<start timeout="300" retry="3"/>
<stop timeout="300"/>
<restart timeout="300"/>
<ping timeout="30" interval="30"/>

</process-set>
</process-type>

</ias-component>

4.4 Oracle HTTP Server の属性の説明の属性の説明の属性の説明の属性の説明
この項では、Oracle HTTP Server に固有の属性について説明します。

Oracle HTTP Server の属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。たとえば、id="HTTP_Server" のように記述し
ます。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。
4-2　Oracle Process Manager and Notification Server 管理者ガイド



Oracle HTTP Server の属性の説明
� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。 デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : 該当する場合、この属性に対する有効値を示します。たとえば、HTTP_Serverの
ように記述します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。たとえば、
ias-component/process-type/process-setのように記述します。

id="HTTP_Server"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  HTTP_Server
パス : ias-component
パス : ias-component/process-type
パス : ias-component/process-type/process-set

id属性は必須で、変更できません。 idは、targets.xmlのエントリと一致している必要があ
ります。一致しない場合、Application Server Control コンソールは機能しません。

module-id="OHS"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 :  OHS
パス : ias-component/process-type

module-id属性は、プロセスのタイプを定義します。これにより、この構成とプロセス・モ
ジュールが関連付けられます。OHS module-idは、Apache 1.3 の管理用に構成できます。

numprocs=1
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 1
パス : ias-component/process-type/process-set

numprocs属性には、起動する Oracle HTTP Server インスタンスの数を指定します。有効な値
は 1 のみです。

id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category

start-parametersカテゴリには、Oracle HTTP Server の起動に関連するパラメータが含ま
れます。

id="config-file"
必須 : ×
デフォルト値 : ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/httpd.conf
有効値 : 既存の構成ファイルへの任意のフルパス
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

config-file idは、Oracle HTTP Server の起動に使用する httpd.confを指定するコマン
ド・オプションです。config-file idは、Microsoft Windows ではサポートされていませ
ん。
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id="start-mode"
必須 : ×
デフォルト値 : ssl-enabled
有効値 : ssl-enabled/ssl-disabled
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このオプションは、Oracle HTTP Server を ssl enabledで起動するかどうかを指定します。

id="command-line"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : Oracle HTTP Server への任意の有効なコマンドライン・オプション
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この idオプションは、Oracle HTTP Server コマンドラインに追加する追加コマンドラインを
指定します。

id="ping-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category
ping parametersカテゴリには、OPMN が Oracle HTTP Server に ping を実行する方法を構
成するパラメータが含まれます。

id="ping-url"
必須 : ×
デフォルト値 : /
有効値 : URL のパス部分。たとえば、http://127.0.0.1/<path>などです。
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

ping-url idは、OPMN が Oracle HTTP Server に ping を実行する URL を指定します。

id="restart-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

restart-parametersカテゴリは、障害の検出に使用するパラメータを定義するために使用
されます。

id="reverseping-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 300秒
有効値 : 適切なタイムアウト値
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

reverseping-timeout値は、Oracle HTTP Server プロセスから受け取る通知間の 大許容
時間です。障害検出機能の一部として、Oracle HTTP Server モジュールは、Oracle HTTP 
Server プロセスにフォワード ping を実行します。フォワード ping の起動が失敗した場合は、
障害の検出においてリバース ping が考慮され、Oracle HTTP Server プロセスが再起動されま
す。
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id="no-reverseping-failed-ping-limit"
必須 : ×
デフォルト値 : 1
有効値 : リバース ping も失敗した場合に、フォワード ping の失敗に対して OPMN が持つトレ
ランスを示す任意の適切な値。 OPMN は、このトレランスを使用して、プロセスを応答なしと
宣言して置換するタイミングを決定します。
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

この id module data要素は、（reverseping-timeoutデータ要素によって指定されてい
るタイムアウト時間内に）リバース ping も受信しない場合の、フォワード ping の失敗に対す
るトレランスを定義します。 ping が失敗した回数がこの上限値に達すると、プロセスは応答な
しと見なされ、OPMN によって再起動されます。

id="reverseping-failed-ping-limit"
必須 : ×
デフォルト値 : 3
有効値 : リバース ping を受信した場合に、フォワード ping の失敗に対して OPMN が持つトレ
ランスを示す任意の適切な値。 OPMN は、このトレランスを使用して、プロセスを応答なしと
宣言して置換するタイミングを決定します。
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

この module data要素は、リバース ping が成功した場合に、フォワード ping の失敗に対し
て持つトレランスを定義します。 ping が失敗した回数がこの上限値に達すると、プロセスは応
答なしと見なされ、OPMN によって再起動されます。

4.5 Oracle HTTP Server 2
Oracle HTTP Server 2（OHS2）のモジュール ID は、付属の CD で Oracle Application Server 
10g に同梱された Apache 2 バージョンの管理に使用されます。

module-id="OHS2"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : OHS2
パス : ias-component/process-type

module-id属性は、プロセスのタイプを定義します。これにより、この構成とプロセス・モ
ジュールが関連付けられます。

id="mpm"
必須 : ×
デフォルト値 : prefork
有効値 : worker/prefork
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このオプションは、OHS2で使用するスレッド・モデルを指定します。Unix および Linux プ
ラットフォーム上の OHS2のみで有効です。

オラクル社では、perchild MPM はサポートしていません。Microsoft Windows では、mpm_
winnt MPM を使用します。
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4.6 一般的な一般的な一般的な一般的な Apache（（（（UNIX のみ）のみ）のみ）のみ）
Oracle HTTP Server のプロセス・モジュールは、一般的な Apache のプロセスの管理用に構成
できます。Oracle HTTP Server のプロセス・モジュールを、一般的な Apache のプロセスの管
理用に構成するには、次の手順に従います。

� モジュール定義を更新し、一般的な Apache の module-idを追加します。モジュール定義
は、次のようになります。

<module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmnohs.so">
<module-id id="OHS" />
<module-id id="GENERIC_APACHE" />

</module>

� 一般的な Apache を管理できるように HTTP_Server コンポーネントを変更します。
GENERIC_APACHE のプロセスは、module-dataとして指定される 1 つの必須パラメー
タを持ちます。そのパラメータは、"start-parameters" module-data カテゴリにあ
る "apache-home" です。"apache-home" には、一般的な Apache のインストール・ディ
レクトリを指定します。次の例は、一般的な Apache の構成を示しています。

<ias-component id="HTTP_Server">
<process-type id="HTTP_Server" module-id="GENERIC_APACHE">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="apache-home" value="/private1/apbuild/runapache_1.3.27"/>
</category>

</module-data>
<process-set id="HTTP_Server" numprocs="1"/>

</process-type>
</ias-component>
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OC4J の構成の構成の構成の構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの OC4J の構成について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 5.1 項「OC4J プロセス・モジュールの構成」

� 第 5.2 項「OC4J の 小構成」

� 第 5.3 項「OC4J の完全構成」

� 第 5.4 項「OC4J の属性の説明」
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OC4J プロセス・モジュールの構成
5.1 OC4J プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成
次のコードは、OC4J プロセス・モジュールのロードと識別を行います。プロセス・モジュール
による OC4J プロセスの管理は、module idによって識別されます。

<module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmnoc4j.so">
<module-id id="OC4J" />

</module>

5.2 OC4J の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
次のコードは、OC4J の 小限の構成を示します。OC4J の他のすべての構成要素と属性にはデ
フォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="OC4J">
<process-type id="home" module-id="OC4J">

<port id="ajp" range="3301-3400" />
<port id="rmi" range="3101-3200" />
<port id="jms" range="3201-3300" />
<process-set id="default-island" numprocs="1"/>

</process-type>
</ias-component>

5.3 OC4J の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
この項に示す完全構成の例では、OC4J 構成の制御可能な属性について紹介します。これには、
このコンポーネントに使用できる構成要素と属性がすべて含まれています。

<ias-component id="OC4J" status="enabled" id-matching="false">
<environment>

<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value="$ORACLE_HOME/lib" 
append="true" />

</environment>
<process-type id="home" module-id="OC4J">

<port id="ajp" range="3301-3400" />
<port id="rmi" range="3101-3200" />
<port id="jms" range="3201-3300" /> 

<<process-set> id="default-island" restart-on-death="true" numprocs="1">
<module-data>

<category id="start-parameters">
<data id="java-options" value="-DTestVar=TestVal"/>
<data id="oc4j-options" value=" "/>
<data id="config-file" value="/my/config/dir/server.xml"/>
<data id="java-bin" value="/my/javalocation/jdk/bin/java"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-options" value="-DTestVar=TestVal"/>
</category>
<category id="restart-parameters">

<data id="reverseping-timeout" value="345"/>
<data id="no-reverseping-failed-ping-limit" value="3"/>
<data id="reverseping-failed-ping-limit" value="6"/>

</category>
<category id="urlping-parameters">

<data id="/j2ee/servlet/Spy" value="200"/>
</category>
<category id="security-parameters">

<data id="wallet-file" value="file:/private/user/ssl_cert/client_cert"/>
<data id="wallet-password" value ="welcome1"/>

</category>
</module-data>

<start timeout="300" retry="3"/>
<stop timeout="300"/>
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<restart timeout="300"/>
<ping timeout="30" interval="30"/>

</process-set>
</process-type>

</ias-component>

5.4 OC4J の属性の説明の属性の説明の属性の説明の属性の説明
この項では、OC4J に固有の属性について紹介するとともに、これらの属性について説明しま
す。

OC4J の属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。たとえば、id="OC4J" のように記述します。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。

� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。 デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : 該当する場合、この属性に対する有効値を示します。たとえば、OC4Jのように記
述します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。 たとえば、ias-componentのよ
うに記述します。

id="OC4J"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : OC4J
パス : ias-component

id名は必須で、変更できません。idは、targets.xmlファイルのエントリと一致している
必要があります。一致しない場合、Application Server Control コンソールは機能しません。

environment
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component

environment 要素は、Oracle Application Server コンポーネント内の複数のレベルで指定できま
す。この概念は OC4J モジュールでは重要です。これは、OC4J プロセスが他の Oracle 
Application Server コンポーネントの構成要素になる場合があるからです。こうした事例では、
該当する environment 要素の ias-component/process-typeレベルでの指定が必要になる
場合があります。

process-type
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component

OC4J プロセスでは、process-type要素は、OC4J インスタンスと管理上同等です。 

module-id="OC4J"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type
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module-idは、プロセスをモジュールと関連付けます。OC4J プロセスでは、この idは、
OC4J モジュールのプロセス・モジュール構成で指定される module-idと一致している必要が
あります。

port
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

ajpおよび rmiポートに対して port 要素を構成しないかぎり、OC4J プロセスは起動されませ
ん。OC4J プロセスに対して ajpポートで ping を実行できる、どちらかのポートが構成されて
いる必要があります。両方のポート・タイプが構成されている場合は、ajpポートを使用して
ping が実行されます。ajpおよび rmiポート以外にも、他のポート・タイプを構成して、プロ
セス起動時にコマンドラインから OC4J プロセスに渡すことができます。 

id="ajp"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/port

ajp port値を定義する port要素は必須です。

id="rmi"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/port

rmi port値を定義する port要素は必須です。

id="jms"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/port

jms port値を定義する port要素は必須です。

range
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ポートの範囲、個々のポート番号または 0
パス : ias-component/process-type/port

この属性は、有効なポート範囲、カンマで区切ったポートの一覧、またはその両方を組み合せ
て指定します。オペレーティング・システムによるポート選択では 0 を指定します。これによ
り、OC4J プロセスは、システムによって指定されたポートを使用するようになります。

<process-set>
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

OC4J プロセスでは、process-set要素は、OC4J アイランドと管理上同等です。 

id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
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パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

start-parameters idは、OC4J プロセスの起動に関連するすべてのパラメータを収集する
カテゴリです。 

id="java-options"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : Java で許容される任意のオプション
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

OC4J では、コマンドの起動と停止を行うために、いくつかの java-optionsを渡してもらう
必要があります。これらのオプションは OPMN によって内部的に派生するもので、opmn.xml
構成の一部ではなく、オーバーライドできません。この module data要素を使用して、追加
の java-optionsを指定できます。

id="oc4j-options"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : OC4J 実行可能ファイルで許容される任意のオプション
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

OC4J プロセスが正常に機能するには、起動または停止コマンドの一部として、いくつかのオプ
ションを渡してもらう必要があります。これらのオプションは、オーバーライドできません。
これらのオプションに加えて、この module data要素を使用すれば、他のオプションを渡し
てもらうことができます。このデータ要素のデフォルト値はありません。

id="config-file"
必須 : ×
デフォルト値 : ORACLE_HOME/j2ee/<process-type id>/config/server.xml
有効値 : 既存の構成ファイルへの任意のフルパス
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この構成ファイルは、起動コマンドの OC4J オプションです。 このデータ要素のデフォルト値
は、ORACLE_HOME変数と OC4J インスタンス名（process-type id）で作成されます。

id="java-bin"
必須 : ×
デフォルト値 : ORACLE_HOME/jdk/bin/java
有効値 : java.exeへのフルパス
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

デフォルト値は、そのインストールで使用可能な Java への完全パスです。Java 実行可能ファイ
ルへの代替パスを指定できます。ただし、プロセスを起動して正しく機能させるには、そのプ
ロセスに有効な Java のバージョンを使用する必要があります。

id="stop-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category
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stop-parameters idは、OC4J プロセスの停止に関連するすべてのパラメータを含むカテゴ
リです。

id="restart-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

restart-parametersカテゴリは、障害の検出に使用するパラメータを定義するために使用
されます。

id="reverseping-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 300秒
有効値 : 適切なタイムアウト値
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

reverseping-timeout値は、OC4J プロセスから受け取る通知間の 大許容時間です。障害
検出機能の一部として、OC4J モジュールは、プロセスにフォワード ping を実行します。フォ
ワード ping の起動が失敗した場合は、障害の検出においてリバース ping が考慮され、再起動
されます。

id="no-reverseping-failed-ping-limit"
必須 : ×
デフォルト値 : 1
有効値 : リバース ping も失敗した場合に、フォワード ping の失敗に対して OPMN が持つトレ
ランスを示す任意の値。 OPMN は、このトレランスを使用して、プロセスを応答なしと宣言し
て置換するタイミングを決定します。
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この module data要素は、（reverseping-timeoutデータ要素によって指定されているタ
イムアウト時間内に）リバース ping も受信しない場合の、フォワード ping の失敗に対するト
レランスを定義します。 ping が失敗した回数がこの上限値に達すると、プロセスは応答なしと
見なされ、OPMN によって再起動されます。

id="reverseping-failed-ping-limit"
必須 : ×
デフォルト値 : 3
有効値 : リバース ping を受信した場合に、フォワード ping の失敗に対して OPMN が持つトレ
ランスを示す任意の適切な値。 OPMN は、このトレランスを使用して、プロセスを応答なしと
宣言して置換するタイミングを決定します。
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この module data要素は、リバース ping が成功した場合に、フォワード ping の失敗に対し
て持つトレランスを定義します。 ping が失敗した回数がこの上限値に達すると、プロセスは応
答なしと見なされ、OPMN によって再起動されます。

id="urlping-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : N/A
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category
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"urlping-parameters" idは、OC4J プロセスの ping 操作の一部として ping を実行する
URL を指定します。このカテゴリのデータは、URL と有効な HTTP リターン・コードで構成
されます。AJP13プロトコルを使用して OC4J プロセスに直接接続し、構成されているコード
に対して HTTP リターン・コードを検証します。複数の URL が構成されている場合、それら
の 1 つでも ping の実行が失敗すると、ping は失敗したと見なされます。ping の失敗回数が上
限値を超えると、プロセスが再起動されます。 

id="/j2ee/servlet/Spy"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : OC4J プロセスの任意の有効な URL
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

これは、ping の実行対象となる OC4J プロセス内の URL です。

value="200"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : 任意の有効な HTTP リターン・コード
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

構成された URL に対する ping 操作の結果として生成される HTTP コードを次に示します。

<category id="security-parameters">
<data id="wallet-file"value="file:/private/user/ssl_cert/client_cert"/>
<data id="wallet-password"value="welcome1"/>

</category>

id="security-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : N/A
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/

OC4J プロセス・モジュールは、SSL を使用して ping を実行できます。
"security-parameters" idカテゴリには、このような通信に使用する Wallet ファイルと
パスワードを指定できます。 

id="wallet-file"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : N/A
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

data idは、Wallet ファイルへのパスを値として持ちます（ファイル名は含みません）。 

value="file:/private/user/ssl_cert/client_cert"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : Wallet ファイルへのパス（ファイル名は含みません）
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data
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Wallet ファイルへのパス（ファイル名は含みません）を指定します。Wallet ファイルのデータ
は、ping の実行時に SSL 認証で使用されます。 

id="wallet-password"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : N/A
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

Wallet パスワードを指定する data idです。

value ="welcome1"
必須 : ×
デフォルト値 : N/A
有効値 : 有効な Wallet パスワード
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この値には、Wallet のパスワードを指定します。
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Oracle Application Server Web Cache の構成の構成の構成の構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの Oracle Application Server Web Cache（OracleAS 
Web Cache）の構成について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 6.1 項「OracleAS Web Cache プロセス・モジュールの構成」

� 第 6.2 項「OracleAS Web Cache の 小構成」

� 第 6.3 項「OracleAS Web Cache の完全構成」

� 第 6.4 項「OracleAS Web Cache の属性の説明」
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6.1 OracleAS Web Cache プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成
次のコードは、OracleAS Web Cache プロセス・モジュールのロードと識別を行います。 プロセ
ス・モジュールによる OracleAS Web Cache プロセスの管理は、module idによって識別され
ます。

<module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmnwc.so">
<module-id id="WebCache" />
<module-id id="WebCacheAdmin" />

</module>

6.2 OracleAS Web Cache の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
次のコードは、OracleAS Web Cache の 小限の構成を示します。 OracleAS Web Cache の他の
すべての構成要素と属性にはデフォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="WebCache">
<environment>

<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value="$ORACLE_HOME/lib:$ORACLE_HOME/opmn/lib" append="true"/>
</environment>
<process-type id="WebCache" module-id="WebCache">

<process-set id="WebCache" numprocs="1"/>
</process-type>

<process-type id="WebCacheAdmin" module-id="WebCache-admin">
<process-set id="WebCacheAdmin" restart-on-death="false" numprocs="1"/>

</process-type>
</ias-component>

6.3 OracleAS Web Cache の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
次のコードは、OracleAS Web Cache の完全な構成を示します。 これには、OracleAS Web 
Cache に使用できる構成要素と属性がすべて含まれています。

<ias-component id="WebCache">
<environment>

<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value="$ORACLE_HOME/lib:$ORACLE_HOME/opmn/lib" append="true"/>
</environment>
<process-type id="WebCache" module-id="WebCache">

<process-set id="WebCache" restart-on-death="true" numprocs="1"/>
<module-data>

<category id="start-parameters">
<data id ="command-line" value="Option1 Option2"/>

</category>
</module-data>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="WebCacheAdmin" module-id="WebCache"-admin">

<process-set id="WebCacheAdmin" restart-on-death="false" numprocs="1"/>
<module-data>

<category id="start-parameters">
<data id ="command-line" value="Option1 Option2"/>

</category>
</module-data>

</process-set>
</process-type>

</ias-component>
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6.4 OracleAS Web Cache の属性の説明の属性の説明の属性の説明の属性の説明
この項では、OracleAS Web Cache に固有の属性について説明します。

OracleAS Web Cache の属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。たとえば、id="WebCache" のように記述しま
す。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。

� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。 デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : 該当する場合、この属性に対する有効値を示します。たとえば、WebCacheのよう
に記述します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。 たとえば、ias-componentのよ
うに記述します。

id="WebCache"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : WebCache
パス : ias-component
パス : ias-component/process-type
パス : ias-component/process-type/process-set

この idは必須で、変更できません。 idは、targets.xmlのエントリと一致している必要が
あります。一致しない場合、Application Server Control コンソールは機能しません。

id="WebCacheAdmin"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : WebCacheAdmin
パス : ias-component/process-type
パス : ias-component/process-type/process-set

id名は必須で、変更できません。idは、targets.xmlのエントリと一致している必要があ
ります。一致しない場合、要素と属性は有効になりません。

environment
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component

environment セグメントでは、ORACLE_HOME/libおよび ORACLE_HOME/opmn/libを LD_
LIBRARY_PATHに追加する必要があります。

module-id="WebCache"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : WebCache、WebCache-admin
パス : ias-component/process-type

module idは、子 process-set要素が WebCacheサーバー・プロセスを定義するか、
WebCache管理プロセスを定義するかを決定します。少なくとも 1 つの WebCacheサーバー・
プロセスを WebCacheコンポーネントに定義する必要があります。
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restart-on-death
必須 : ○
デフォルト値 : true
有効値 : trueまたは false
パス : ias-component/process-type/process-set

restart-on-death属性は、プロセスが予期せず終了した場合、そのプロセスを再起動する
かどうかを定義します。デフォルトでは、Oracle Application Server のインストール後、この
属性は、OracleAS Web Cache サーバーに対しては trueに、OracleAS Web Cache 管理プロセ
スに対しては falseに設定されます。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、process-setに対して起動される OracleAS Web Cache サーバーの数を指定し
ます。値は 1 に設定する必要があります。

id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category

start-parametersカテゴリには、OracleAS Web Cache または OracleAS Web Cache 
Administrator の起動に関連するパラメータが含まれます。

id ="command-line"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 1
パス : ias-component/process-type/process-set

コマンドライン値に指定されたオプションが、OracleAS Web Cache または OracleAS Web 
Cache Administrator のコマンドラインに追加されます。 
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Oracle Internet Directory の構成の構成の構成の構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの Oracle Internet Directory の構成について説明しま
す。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 7.1 項「Oracle Internet Directory プロセス・モジュールの構成」

� 第 7.2 項「Oracle Internet Directory の 小構成」

� 第 7.3 項「Oracle Internet Directory の完全構成」

� 第 7.4 項「Oracle Internet Directory の属性の説明」
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Oracle Internet Directory プロセス・モジュールの構成
7.1 Oracle Internet Directory プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成
次のコードは、Oracle Internet Directory プロセス・モジュールのロードと識別を行います。 プ
ロセス・モジュールによる Oracle Internet Directory プロセスの管理は、module idによって
識別されます。

<module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmnoid.so">
<module-id id="OID" />

</module>

7.2 Oracle Internet Directory の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
次のコードは、Oracle Internet Directory の 小限の構成を示します。 Oracle Internet Directory
の他のすべての構成要素と属性にはデフォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="OID">
<process-type id="OID" module-id="OID">

<process-set id="OID" numprocs="1">
<dependencies>

<database db-connect-info="IASDB.US.ORACLE.COM"/>
</dependencies>

<module-data>
<category id="oidctl-parameters">

<data id="connect" value="IASDB.US.ORACLE.COM"/>
<data id="startoidldapd" value="true"/>

</category>
<category id="oidmon-parameters">

<data id="connect" value="IASDB.US.ORACLE.COM"/>
</category>

</module-data>
</process-set>

</process-type>
</ias-component>

7.3 Oracle Internet Directory の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
次のコードは、Oracle Internet Directory の完全な構成を示します。 これには、Oracle Internet 
Directory に使用できる構成要素と属性がすべて含まれています。

<ias-component id="OID">
<process-type id="OID" module-id="OID" working-dir="my_working_dir">

<environment>
<variable id="TNS_ADMIN" value="/private/user/" />

</environment>
<process-set id="OID" numprocs="1">

<dependencies>
<database db-connect-info="IASDB.US.ORACLE.COM"/>

</dependencies>
<module-data>

<category id="oidmon-parameters">
<data id="connect" value="IASDB.US.ORACLE.COM"/>
<data id="host" value="virtual_host_name"/>
<data id="sleep" value="20"/>
<data id="run-oidctl" value="true"/>

</category>
<category id="oidctl-parameters">

<data id="connect" value="IASDB.US.ORACLE.COM"/>
<data id="instance" value="1"/>
<data id="configset" value="1"/>
<data id="host" value="12.12.12.12"/>
<data id="flags" value="-p 389"/>
<data id="startoidldapd" value="true"/>
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<data id="startoidrepld" value="true"/>
<data id="startodisrv" value="true"/>

</category>
</module-data>

</process-set>
</process-type>

</ias-component>

7.4 Oracle Internet Directory の属性の説明の属性の説明の属性の説明の属性の説明
この項では、Oracle Internet Directory に固有の属性について紹介するとともに、これらの属性
について説明します。

Oracle Internet Directory の属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。たとえば、id="OID" のように記述します。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。

� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。 デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : 該当する場合、この属性に対する有効値を示します。たとえば、OIDのように記述
します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。たとえば、ias-componentのよ
うに記述します。

id="OID"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : OID
パス : ias-component
パス : ias-component/process-type
パス : ias-component/process-type/process-set

この id名は必須で、変更できません。この名前は、targets.xmlのエントリと一致している
必要があります。一致しない場合、Application Server Control コンソールは機能しません。

module-id="OID"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

module-id名は、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付けま
す。

working-dir="my_working_dir"
必須 : ×
デフォルト値 : ORACLE_HOME
パス : ias-component/process-type

working-dir属性は、oidmonプロセスを実行するディレクトリを指定します。

id="TNS_ADMIN"
必須 : ×
デフォルト値 : ORACLE_HOME/network/admin
パス : ias-component/process-type/environment
Oracle Internet Directory の構成 7-3



Oracle Internet Directory の属性の説明
Oracle Internet Directory では、接続文字列を定義して、データベースに接続する必要がありま
す。Oracle Internet Directory が取得する文字列はエイリアスです。実行時、この文字列は
$TNS_ADMINディレクトリの tnsnames.oraファイルを使用して解決されます。 デフォルト
では、$TNS_ADMINは ORACLE_HOME/network/adminを参照します。tnsnames.oraが別
のディレクトリに存在する場合、environmentには、その別のディレクトリを設定する必要
があります。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-setに対して起動される oidmonインスタンスの数を指定しま
す。 1 つの Oracle Application Server インスタンスで実行するインスタンスの数は、1 つだけに
してください。

db-connect-info="IASDB.US.ORACLE.COM"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : データベース接続文字列
パス : ias-component/process-type/process-set

Oracle Internet Directory は、バックエンド・データベースに依存します。バックエンド・デー
タベースが実行されていない場合、oidmonおよび他の Oracle Internet Directory サーバー・プ
ロセスは起動できません。

id="oidmon-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category

idカテゴリは、oidmonの起動パラメータを指定します。

id="connect"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : データベース接続文字列のエイリアス
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

idデータは、oidmonを起動するよう構成する必要があります。次のコマンドを実行すると
oidmonが起動されます。

prompt> $ORACLE_HOME/bin/oidmon connect=<value> -opmnuid <uid> start

id="host"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 仮想ホスト名
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

hostデータは、インストール時にデフォルトで構成されます。次のコマンドを実行すると
oidmonが起動されます。

prompt> $ORACLE_HOME/bin/oidmon connect=<value> host=<value> -opmnuid <uid> start
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id="sleep"
必須 : ×
デフォルト値 : 10秒
有効値 : oidmonが Oracle Internet Directory サーバーを監視する時間隔（秒単位）
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

sleepデータが構成されている場合、次のコマンドを実行すると oidmonが起動されます。

prompt> $ORACLE_HOME/bin/oidmon connect=<connect_value> sleep=<sleep_value>
-opmnuid <uid> start

id="run-oidctl"
必須 : ×
デフォルト値 : true
有効値 : trueまたは false
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

OPMN は oidmonを管理します。ただし、oidmonを起動および停止する際、OPMN はデ
フォルトで oidctlを使用して oidldapdも起動しようとします。

oidctlに関連付けられているプロセスを起動しないようにするには、この値を falseに設定
してください。

id="instance"
必須 : ×
デフォルト値 : 1
有効値 : 起動および停止するインスタンスの数値（1 以上、1000 以下）
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

oidctlを使用するには、instance値が必要です。この idが構成されていない場合、デフォ
ルト値は 1になります。値を指定することにより、このデフォルト・オプションを上書きでき
ます。

id="configset"
必須 : ×
デフォルト値 : 0
有効値 : 構成設定の数値（0 以上、1000 以下）
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

configset idは、oidldapdを起動する場合のみ必要になります。oidrepldまたは
oidsrvを起動する場合、ここで割り当てられたデータは無視されます。configsetが構成さ
れていない場合、デフォルト値は 0になります。

id="flags"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

flagsが構成されている場合、実行時に configsetの設定が上書きされます。

id="startoidldapd"
必須 : ×
デフォルト値 : true
有効値 : trueまたは false
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パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

idデータが構成されている場合、このサーバーのデフォルトの起動コマンドは次のようになり
ます。

prompt> $ORACLE_HOME/bin/oidctl connect=<connect_value> server=oidldapd instance=1
configset=0 start

id="startoidrepld"
必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

idデータが構成されている場合、このサーバーのデフォルトの起動コマンドは次のようになり
ます。

prompt> $ORACLE_HOME/bin/oidctl connect=<connect_value> server=oidrepld instance=1
configset=0 start

id="startodisrv"
必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

idデータが構成されている場合、このサーバーのデフォルトの起動コマンドは次のようになり
ます。

prompt> $ORACLE_HOME/bin/oidctl connect=<connect_value> server=odisrv instance=1
configset=0 start

注意注意注意注意 : インストール後、このサーバーを手動または OPMN によって起動
できるようにするには、事前にこのサーバーを構成する必要があります。
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Oracle Application Server Port Tunnel の構成の構成の構成の構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの Oracle Application Server Port Tunnel（OracleAS 
Port Tunnel）の構成について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 8.1 項「OracleAS Port Tunnel プロセス・モジュールの構成」

� 第 8.2 項「OracleAS Port Tunnel の 小構成」

� 第 8.3 項「OracleAS Port Tunnel の完全構成」

� 第 8.4 項「OracleAS Port Tunnel の属性の説明」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle HTTP Server 管理者ガイド』
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OracleAS Port Tunnel プロセス・モジュールの構成
8.1 OracleAS Port Tunnel プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成
次のコードは、OracleAS Port Tunnel プロセス・モジュールのロードと識別を行います。プロ
セス・モジュールによる OracleAS Port Tunnel プロセスの管理は、module idによって識別さ
れます。

<module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmniaspt.so">
<module-id id="IASPT" />

</module>

8.2 OracleAS Port Tunnel の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
次のコードは、OracleAS Port Tunnel の 小限の構成を示します。OracleAS Port Tunnel の他
のすべての構成要素と属性にはデフォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="IASPT">
<process-type id="IASPT" module-id="IASPT">

<process-set id="IASPT" numprocs="1"/>
</process-type>

</ias-component>

8.3 OracleAS Port Tunnel の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
次のコードは、OracleAS Port Tunnel の完全な構成を示します。これには、OracleAS Port 
Tunnel に使用できる構成要素と属性がすべて含まれています。

<module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmniaspt.so">
<module-id id="IASPT" />

</module>
<ias-component id="IASPT" status="enabled" id-matching="false">

<process-type id="IASPT" module-id="IASPT">
<port id="ajp" range="6701-6703"/>

<process-set id="IASPT" restart-on-death="true" id="ajp"/>
</process-type>

</ias-component>

8.4 OracleAS Port Tunnel の属性の説明の属性の説明の属性の説明の属性の説明
この項では、OracleAS Port Tunnel に固有の属性について説明します。

OracleAS Port Tunnel の属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。たとえば、id="IASPT" のように記述します。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。

� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。 デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : 該当する場合、この属性に対する有効値を示します。たとえば、IASPTのように
記述します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。 たとえば、ias-componentのよ
うに記述します。

id="IASPT"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : IASPT
パス : ias-component
パス : ias-component/process-type
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パス :  ias-component/process-set

id名は必須で、変更できません。id名は、targets.xmlファイルのエントリと一致してい
る必要があります。

module-id="IASPT"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

module-id名は、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付けま
す。

id="ajp"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : ajp
パス : ias-component/process-type/port

id値は、OracleAS Port Tunnel サーバーによって使用される ajpポートを指定するため、
portプロパティの rangeと一緒に使用してください。idが指定されている場合、
iaspt.confファイルに構成されている port番号が上書きされます。

range="6701-6703"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 任意の 1 つのポートまたはポートの範囲
パス : ias-component/process-type/port

range値は、OracleAS Port Tunnel サーバーによって使用される ajpポートを指定するため、
portプロパティの ajpと一緒に使用してください。

numprocs="3"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 任意の数字
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、起動する OracleAS Port Tunnel のサーバー・プロセスの数を指定します。 この値
が 1 の場合、portプロパティで ajp範囲を設定してください。 値が 2 以上の場合、ajp範囲
は、各 OracleAS Port Tunnel サーバー・プロセスに対して十分な数のポートを指定する必要が
あります。通常、プロセスごとに 1 つのポートを指定します。
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Oracle Application Server Wireless の構成の構成の構成の構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの Oracle Application Server Wireless（OracleAS 
Wireless）の構成について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 9.1 項「OracleAS Wireless プロセス・モジュールの構成」

� 第 9.2 項「OracleAS Wireless の 小構成」

� 第 9.3 項「OracleAS Wireless の完全構成」

� 第 9.4 項「OracleAS Wireless の属性の説明」
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OracleAS Wireless プロセス・モジュールの構成
9.1 OracleAS Wireless プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成
次のコードは、OracleAS Wireless プロセス・モジュールのロードと識別を行います。 プロセ
ス・モジュールによる OracleAS Wireless プロセスの管理は、module idによって識別されま
す。

<module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmnwireless.so">
<module-id="notificationeventcollector"/>
<module-id="datafeeder"/>
<module-id="performance"/>
<module-id="messaging"/>
<module-id="notification"/>
<module-id="location"/>
<module-id="telnetserver"/>
<module-id="telnetdispatcher"/>
<module-id="edgeserver"/>

</module>

9.2 OracleAS Wireless の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
次のコードは、OracleAS Wireless の 小限の構成を示します。 OracleAS Wireless の他のすべて
の構成要素と属性にはデフォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="wireless" status="enabled">
<environment>

<variable id="WIRELESS_HOME" value="$ORACLE_HOME/wireless" append="false"/>
<variable id="WIRELESS_LIB" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib" append="false"/>
<variable id="JAVA13_HOME" value="$ORACLE_HOME/jdk" append="false"/>
<variable id="JAVA_HOME" value="$ORACLE_HOME/jdk" append="false"/>
<variable id="IAS_LIB" value="$ORACLE_HOME/lib" append="false"/>
<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib" append="true" />
<variable id="CLASSPATH" value="." append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdk/jre/lib/rt.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdk/lib/tools.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdk/jre/lib/ext/activation.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdk/jre/lib/ext/mail.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/nls_charset12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/server/classes" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/server/classes/messages"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/wireless.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/wireless_tools.jar"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/wireless_modules.jar"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/wireless_drm.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/xserver.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/mwa.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/jabberbeans.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/bcel.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/pop3.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/xmlrpc.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/batik-css.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/batik-dom.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/batik-ext.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/batik-svg-dom.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/batik-util.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/panama_modules.zip"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/panama_modules_commerce.zip"
append="true"/>
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<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/panama_modules_infra.zip"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/panama_modules_location.zip"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/panama_modules_pim.zip"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/mod_pim_webdav_httpclient.jar"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/studio.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/client.zip" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/server.zip" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/diagnostics/lib/ojdl.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/webcache/jlib/jawc.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/portal/jlib/pdkjava.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/portal/jlib/ptlshare.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lib/xmlparserv2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lib/xschema.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lib/xforms.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lib/servlet.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lib/classgen.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/ohw.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/uix2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/share.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/jdev-cm.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/fndctx.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/wfapi.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/regexp.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/javax-ssl-1_2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/jssl-1_2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/ojmisc.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/emPid.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/netcfg.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/providerutil.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/repository.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/jndi.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/ldap.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/ldapjclnt9.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ord/jlib/jai_codec.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ord/jlib/jai_core.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ord/jlib/jpec_codec.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ord/jlib/ordimimg.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ord/jlib/ordim.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ord/jlib/ordhttp.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/datadirect/sun/lib/ldap/ldapbp.jar"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/sso/lib/ssosdk902.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/sso/lib/ossoreg.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lbs/lib/sdoapi.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lbs/lib/sdovis.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/dcm/lib/dcm.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/lib/http_client.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/jazn.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/jaas.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/soap/lib/soap.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/soap/lib/wsdl.jar" append="true"/>

</environment>
<dependencies>

<OID infrastructure="true" timeout="720" />
<database infrastructure-key="wireless" timeout="720" />

</dependencies>
<process-type id="datafeeder_server" module-id="datafeeder">

<stop timeout="300"/>
<restart timeout="480"/>
Oracle Application Server Wireless の構成 9-3



OracleAS Wireless の最小構成
<process-set id="datafeeder_instance_1" numprocs="1" status="disabled"/>
</process-type>
<process-type id="performance_server" module-id="performance">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="performancemonitor1" numprocs="1">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="messaging_server" module-id="messaging">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="messagingserver1" numprocs="1">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="notificationeventcollector_server" module-id="notificationeventcollector">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="notificationeventcollector1" numprocs="1" status="disabled">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="notification_server" module-id="notification">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-parameters" value="-Xms64M -Xmx256M"/>
</category>

</module-data>
<start timeout="1320"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="notificationengine1" numprocs="1" status="disabled">

<start timeout ="1320"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="location_server" module-id="location">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="locationeventserver1" numprocs="1" status="disabled">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="telnet_server" module-id="telnetserver">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="telnet_server1" numprocs="1">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="telnet_dispatcher" module-id="telnetdispatcher">

<start timeout="420"/>
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<stop timeout="420"/>
<process-set id="telnet_dispatcher1" numprocs="1" status="disabled">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="edge_server" module-id="edgeserver">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="edgeserver1" numprocs="1" status="disabled">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>

</ias-component> 

9.3 OracleAS Wireless の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
次のコードは、OracleAS Wireless の完全な構成を示します。 これには、OracleAS Wireless に使
用できる構成要素と属性がすべて含まれています。

<ias-component id="wireless" status="enabled">
<environment>

<variable id="WIRELESS_HOME" value="$ORACLE_HOME/wireless" append="false"/>
<variable id="WIRELESS_LIB" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib" append="false"/>
<variable id="JAVA13_HOME" value="$ORACLE_HOME/jdk" append="false"/>
<variable id="JAVA_HOME" value="$ORACLE_HOME/jdk" append="false"/>
<variable id="IAS_LIB" value="$ORACLE_HOME/lib" append="false"/>
<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib" append="true" />
<variable id="CLASSPATH" value="." append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdk/jre/lib/rt.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdk/lib/tools.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdk/jre/lib/ext/activation.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdk/jre/lib/ext/mail.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/nls_charset12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/server/classes" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/server/classes/messages"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/wireless.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/wireless_tools.jar"append=
"true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/wireless_modules.jar" append=
"true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/wireless_drm.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/xserver.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/mwa.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/jabberbeans.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/bcel.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/pop3.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/xmlrpc.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/batik-css.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/batik-dom.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/batik-ext.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/batik-svg-dom.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/batik-util.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/panama_modules.zip" append=
"true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/panama_modules_commerce.zip"
append="true"/>
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<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/panama_modules_infra.zip" append=
"true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/panama_modules_location.zip"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/panama_modules_pim.zip" append=
"true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/mod_pim_webdav_httpclient.jar"
append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/studio.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/client.zip" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/wireless/lib/server.zip" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/diagnostics/lib/ojdl.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/webcache/jlib/jawc.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/portal/jlib/pdkjava.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/portal/jlib/ptlshare.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lib/xmlparserv2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lib/xschema.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lib/xforms.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lib/servlet.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lib/classgen.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/ohw.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/uix2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/share.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/jdev-cm.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/fndctx.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/wfapi.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/regexp.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/javax-ssl-1_2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/jssl-1_2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/ojmisc.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/emPid.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/netcfg.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/providerutil.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/repository.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/jndi.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/ldap.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/ldapjclnt9.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ord/jlib/jai_codec.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ord/jlib/jai_core.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ord/jlib/jpec_codec.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ord/jlib/ordimimg.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ord/jlib/ordim.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/ord/jlib/ordhttp.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/datadirect/sun/lib/ldap/ldapbp.jar" append=
"true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/sso/lib/ssosdk902.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/sso/lib/ossoreg.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lbs/lib/sdoapi.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lbs/lib/sdovis.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/dcm/lib/dcm.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/lib/http_client.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/jazn.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/j2ee/home/jaas.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/soap/lib/soap.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/soap/lib/wsdl.jar" append="true"/>

</environment>
<dependencies>

<OID infrastructure="true" timeout="720" />
<database infrastructure-key="wireless" timeout="720" />

</dependencies>
<process-type id="datafeeder_server" module-id="datafeeder">

<module-data>
<category id="start-parameters">
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<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
</module-data>
<stop timeout="300"/>
<restart timeout="480"/>
<process-set id="datafeeder_instance_1" numprocs="1" status="disabled"/>

</process-type>
<process-type id="performance_server" module-id="performance">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
</module-data>
<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="performancemonitor1" numprocs="1">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="messaging_server" module-id="messaging">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
</module-data>
<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="messagingserver1" numprocs="1">
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<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="notificationeventcollector_server" module-id="notificationeventcollector">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
</module-data>
<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="notificationeventcollector1" numprocs="1" status="disabled">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="notification_server" module-id="notification">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
</module-data>
<start timeout="1320"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="notificationengine1" numprocs="1" status="disabled">

<start timeout="1320"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="location_server" module-id="location">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>
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</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
</module-data>
<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="locationeventserver1" numprocs="1" status="disabled">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="telnet_server" module-id="telnetserver">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
</module-data>
<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="telnet_server1" numprocs="1">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="telnet_dispatcher" module-id="telnetdispatcher">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
</module-data>
<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="telnet_dispatcher1" numprocs="1" status="disabled">

<start timeout="420"/>
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<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>
<process-type id="edge_server" module-id="edgeserver">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.wireless.instance=my_messaging_instance_name
-Dyet_another_definition=yet_another_value"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="my_application_parameters"/>

</category>
</module-data>
<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<process-set id="edgeserver1" numprocs="1" status="disabled">

<start timeout="420"/>
<stop timeout="420"/>
<restart timeout="420"/>

</process-set>
</process-type>

</ias-component> 

9.4 OracleAS Wireless の属性の説明の属性の説明の属性の説明の属性の説明
この項では、OracleAS Wireless に固有の属性について説明します。

OracleAS Wireless の属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。たとえば、 id="wireless" のように記述します。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。

� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。 デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : 該当する場合、この属性に対する有効値を示します。たとえば、wirelessのよう
に記述します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。 たとえば、ias-componentのよ
うに記述します。

id="wireless"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : wireless
パス : ias-component

この idは必須で、変更できません。この名前は、targets.xmlのエントリと一致している必
要があります。一致しない場合、要素と属性は有効になりません。
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module-id="notificationeventcollector"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この module-idは、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付
けます。第 9.1 項の例では、9 つの OracleAS Wireless サーバー・タイプが OracleAS Wireless
プロセス・モジュールに関連付けられています。

module-id="datafeeder"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この module-idは、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付
けます。第 9.1 項の例では、9 つの OracleAS Wireless サーバー・タイプが OracleAS Wireless
プロセス・モジュールに関連付けられています。

module-id="performance"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この module-idは、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付
けます。第 9.1 項の例では、9 つの OracleAS Wireless サーバー・タイプが OracleAS Wireless
プロセス・モジュールに関連付けられています。

module-id="messaging"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この module-idは、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付
けます。第 9.1 項の例では、9 つの OracleAS Wireless サーバー・タイプが OracleAS Wireless
プロセス・モジュールに関連付けられています。

module-id="notification"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この module-idは、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付
けます。第 9.1 項の例では、9 つの OracleAS Wireless サーバー・タイプが OracleAS Wireless
プロセス・モジュールに関連付けられています。

module-id="location"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この module-idは、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付
けます。第 9.1 項の例では、9 つの OracleAS Wireless サーバー・タイプが OracleAS Wireless
プロセス・モジュールに関連付けられています。

module-id="telnetserver"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
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パス : ias-component/process-type

この module-idは、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付
けます。第 9.1 項の例では、9 つの OracleAS Wireless サーバー・タイプが OracleAS Wireless
プロセス・モジュールに関連付けられています。

module-id="telnetdispatcher"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この module-idは、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付
けます。第 9.1 項の例では、9 つの OracleAS Wireless サーバー・タイプが OracleAS Wireless
プロセス・モジュールに関連付けられています。

module-id="edgeserver"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この module-idは、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付
けます。第 9.1 項の例では、9 つの OracleAS Wireless サーバー・タイプが OracleAS Wireless
プロセス・モジュールに関連付けられています。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-setに対して起動される OracleAS Wireless インスタンスの数を
指定します。OracleAS Wireless モジュールでは、複数のインスタンスで同じ process-setを
持つことはできません。1 つのサーバー・タイプに対して複数のプロセスを起動するには、各
プロセスについて固有の process-set idを 1 つ持つ、1 つの process-setエントリを追
加します。 

たとえば、次のように入力します。

<process-type id="datafeeder_server" module-id="datafeeder">
<process-set id="datafeeder_instance_1" numprocs="1"/>
<process-set id="datafeeder_instance_2" numprocs="1"/>

</process-type>

次のようなコードは作成しないでください。

<process-type id="datafeeder_server" module-id="datafeeder">
<process-set id="datafeeder_instance_1" numprocs="2"/>

</process-type>

id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

この idは、start-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリには、モ
ジュールの起動に関連するデータが含まれます。
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id="java-bin"
必須 : ×
デフォルト : $ORACLE_HOME/jdk/bin/java
有効値 : java.exeへのフルパス
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

Java 実行可能ファイルへの代替パスを指定できます。ただし、プロセスを起動して正しく機能
させるには、そのプロセスに有効な Java のバージョンを使用する必要があります。

id="java-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : -Doracle.wireless.instance=<id specified in process set> 
-Doracle.opmn.uid=<opmn assigned unique id>
有効値 : 任意の有効な Java パラメータ
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この idには、任意の有効な Java パラメータを指定できます。指定されたすべての Java パラ
メータは、デフォルト値に追加されます。OPMN は、いくつかの Java パラメータを内部的に
導出し、この属性を使用してそれらのパラメータを追加します。
"-Doracle.wireless.instance=<value>" または "-Doracle.opmn.uid=<value>" を指定した場合は、
デフォルト値が置き換えられます。 

id="class-name"
必須 : ×
デフォルト値 : 起動の場合は oracle.panama.sysmgmt.server.PanamaServer、停止の場
合は oracle.panama.sysmgmt.client.manager
有効値 : 任意の有効な Java クラス名
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この idでは、OracleAS Wireless プロセスを起動または停止するための、デフォルト以外の
Java クラス名を指定できます。このパラメータは変更しないことをお薦めします。これは内部
的にのみ使用されます。

id="application-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 任意の有効な Java アプリケーション・パラメータ
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この idでは、デフォルトのアプリケーション・パラメータに加えて、別のアプリケーション・
パラメータを追加できます。デフォルトのアプリケーション・パラメータには、起動する
OracleAS Wireless process-typeが定義されます。 

id="stop-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

この idは、stop-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリには、
stop に関連する module dataを指定できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : id="start-parameters"
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start timeout="<seconds>"
必須 : ×
デフォルト値 : 120
有効値 : タイムアウト値（秒単位）
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category

このパラメータは、プロセスを起動するまでに OPMN が待機する時間を指定します。デフォル
ト値は 180 秒です。ただし、OracleAS Wireless プロセスを起動する場合はデータベース・アク
セスが必要となり、プロセスに起動シグナルを発信するまで 大で 5 分かかる場合もあります。

stop timeout="<seconds>"
必須 : ×
デフォルト値 : 60
有効値 : タイムアウト値（秒単位）
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category

このパラメータは、プロセスを終了するまでに OPMN が待機する時間を指定します。デフォル
ト値は 180 秒です。ただし、OracleAS Wireless プロセスを停止する場合はデータベース・アク
セスが必要となり、プロセスに終了シグナルを発信するまで 大で 5 分かかる場合もあります。

restart timeout="<seconds>"
必須 : ×
デフォルト値 : 180
有効値 : タイムアウト値（秒単位）
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category

このパラメータは、プロセスを再起動するまでに OPMN が待機する時間を指定します。デフォ
ルト値は 180 秒です。ただし、再起動アクションは実際には停止と起動で構成されるため、合
計値は次のようにしてください。

180（起動のための時間）

+ 300（停止のための時間）

=480 秒
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Oracle Application Server Reports Services

の構成の構成の構成の構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの Oracle Application Server Reports Services
（OracleAS Reports Services）の構成について説明します。 OracleAS Reports Services モジュー
ルでは、Reports Server および Reports Bridge プロセスが管理されます。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 10.1 項「概要」

� 第 10.2 項「OracleAS Reports Services プロセス・モジュールの構成」

� 第 10.3 項「Reports Server の 小構成」

� 第 10.4 項「Reports Server の完全構成」

� 第 10.5 項「Reports Bridge の 小構成」

� 第 10.6 項「Reports Bridge の完全構成」

� 第 10.7 項「OracleAS Reports Services の属性の説明」
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概要
10.1 概要概要概要概要
次の項では、OracleAS Reports Services モジュールが管理するプロセスについて説明します。

� 第 10.1.1 項「Reports Server」

� 第 10.1.2 項「Reports Bridge」

10.1.1 Reports Server
Reports Server は、次の 2 つのモードで実行できます。

� インプロセス

� スタンドアロン

インプロセス・サーバーは、OC4J インスタンス内部で実行され、OC4J モジュールにより管理
されます。 このモードでは、OracleAS Reports Services モジュールを構成する必要はありませ
ん。 OracleAS Reports Services サーバー構成は、OC4J インスタンス構成の一部であり、OC4J
モジュールによって処理されます。

スタンドアロン OracleAS Reports Services サーバーは、OracleAS Reports Services モジュール
により管理されます。 OracleAS Reports Services プロセス・モジュールは、第 10.2 項
「OracleAS Reports Services プロセス・モジュールの構成」に示すように構成する必要がありま
す。 

10.1.2 Reports Bridge
Reports Bridge は、リモートのサブネットで実行されている Reports Server を検索するときに
OracleAS Reports Services クライアントで使用されるサービスです。

10.2 OracleAS Reports Services プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成
次のコードは、OracleAS Reports Services プロセス・モジュールのロードと識別を行います。 
プロセス・モジュールによる OracleAS Reports Services プロセスの管理は、module idによっ
て識別されます。

<module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmnreports.so">
<module-id id="ReportsServices" />
<module-id id="ReportsBridgeServices" />

</module>

10.3 Reports Server の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
この項では、Reports Server の 小構成について説明します。 この項の項目は次のとおりです。

� 第 10.3.1 項「インプロセス Reports Server の 小構成」

� 第 10.3.2 項「スタンドアロン Reports Server の 小構成」

10.3.1 インプロセスインプロセスインプロセスインプロセス Reports Server の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
次の例は、インプロセス Reports Server サーバーの 小限の構成を示します。 これらのコード
は、適切な OC4J インスタンスの構成内に置く必要があります。 この構成ディレクティブは、
OC4J モジュールによって処理されます。

<ias-component ....>
<process-type ....>

<module-data>
<category id="urlping-parameters">

<data id="/reports/rwservlet/pingserver?start=auto" value="200"/>
</category>

</module-data>
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<process-set .../>
</process-type>

</ias-component>

10.3.2 スタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンスタンドアロン Reports Server の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
次の例は、スタンドアロン Reports Server コンポーネントの 小限の構成を示します。 適切な
デフォルト値が、このコンポーネントに使用できる他のすべての構成要素と属性に割り当てら
れます。

<ias-component id="ReportsServer1">
<process-type id="ReportsServer1" module-id="ReportsServices">

<process-set id="ReportsServer1" numprocs="1">
<environment>

<variable id="PATH" value="Put Path_value from env here" append="true"/>
<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value="Put LD_Library_Path_value from env here"
append="true"/>

</environment>
</process-set>

</process-type>
</ias-component>

10.4 Reports Server の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
次のコードは、Reports Server の完全な構成を示します。これには、このコンポーネントに使
用できる構成要素と属性がすべて含まれています。 この項の項目は次のとおりです。

� 第 10.4.1 項「インプロセス Reports Server の完全構成」

� 第 10.4.2 項「スタンドアロン Reports Server の完全構成」

10.4.1 インプロセスインプロセスインプロセスインプロセス Reports Server の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
次の例は、インプロセス Reports Server の完全な構成を示します。 これらのコードは、適切な
OC4J インスタンスの構成内に置く必要があります。 この構成ディレクティブは、OC4J モ
ジュールによって処理されます。

<ias-component ....>
<process-type ....>

<module-data>
<category id="urlping-parameters">

<data id="/reports/rwservlet/pingserver?start=auto" value="200"/>
</category>

</module-data>
<process-set .../>

</process-type>
</ias-component>

10.4.2 スタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンスタンドアロン Reports Server の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
次の例は、スタンドアロン Reports Server の完全な構成を示します。 

<ias-component id="ReportsServer1" status="enabled" id-matching="false">
<process-type id="ReportsServer1" module-id="ReportsServices">

<process-set id="ReportsServer1" restart-on-death="true" numprocs="1">
<environment>

<variable id="PATH" value="Put Path_value here" append="true"/>
<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value="Put LD_Library_Path_value here" append="true">

</environment>
<module-data>

<category id="general-parameters">
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<data id="batch" value="yes"/>
</category>
<category id="restart-parameters">

<data id="reverseping-timeout"value="300"/>
</category>

</module-data>
<start timeout="300" retry="3"/>
<stop timeout="300"/>
<restart timeout="300"/>
<ping timeout="30" interval="30"/>
</process-set>

</process-type>
</ias-component>

10.5 Reports Bridge の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
次の例は、スタンドアロン Reports Bridge コンポーネントの 小限の構成を示します。 適切な
デフォルト値が、このコンポーネントに使用できる他のすべての構成要素と属性に割り当てら
れます。

<ias-component id="RWBridge" status="enabled" id-matching="false">
<process-type id="ReportsBridge" module-id="ReportsBridgeServices">

<process-set id="RWBridge" restart-on-death="true" numprocs="1">
<environment>

<variable id="PATH" value="$ORACLE_HOME/jdk/jre/bin" append="true"/>
<variable id="PATH" value="Put Path_value from env here" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/zrclient.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/reports/jlib/rwrun.jar" append="true"/>

</environment>
</process-set>

</process-type>
</ias-component> 

10.6 Reports Bridge の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
次の例は、Reports Bridge コンポーネントの完全な構成を示します。 適切なデフォルト値が、こ
のコンポーネントに使用できる他のすべての構成要素と属性に割り当てられます。

<ias-component id="RWBridge" status="enabled" id-matching="false">
<process-type id="ReportsBridge" module-id="ReportsBridgeServices">

<process-set id="RWBridge" restart-on-death="true" numprocs="1">
<environment>

<variable id="PATH" value="$ORACLE_HOME/jdk/jre/bin" append="true"/>
<variable id="PATH" value="Put Path_value here" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jlib/zrclient.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/reports/jlib/rwrun.jar" append="true"/>

</environment>
<module-data>

<category id="restart-parameters">
<data id="reverseping-timeout" value="120"/>

</category>
<category id="start-parameters">

<data id="jvm-options" value="-Xms128mb -Xmx256mb"/>
<data id="bridge-options" value="Test"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="jvm-options" value="-Xms128mb -Xmx256mb"/>
<data id="bridge-options" value="Test"/>

</category>
</module-data>
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<start timeout="120" retry="3"/>
<stop timeout="120"/>
<restart timeout="120" retry="0"/>

</process-set>
</process-type> 

</ias-component> 

10.7 OracleAS Reports Services の属性の説明の属性の説明の属性の説明の属性の説明
この項では、OracleAS Reports Services に固有の属性について説明します。

OracleAS Reports Services の属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。 たとえば、 id="ReportsServer1"のように記述し
ます。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。

� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。 デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : この属性に対する有効値を示します。 たとえば、ReportsServer1のように記述
します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。 たとえば、ias-componentのよ
うに記述します。

id="ReportsServer1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ReportsServer1
パス : ias-component
パス : ias-component/process-type
パス : ias-component/process-type/process-set

この idは必須で、変更できません。この名前は、targets.xmlのエントリと一致している必
要があります。一致しない場合、要素と属性は有効になりません。

id="RWBridge"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 文字列
パス : ias-component

文字列はブリッジの名前として指定できます。

process-type id="ReportsBridge"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ReportsBridge
パス : ias-component/process-type

この idは必須で、変更できません。

process-set id="RWBridge"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ReportsBridge
パス : ias-component/process-type/process-set
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文字列はブリッジの名前として指定できます。 この名前は、ias-componentの idで指定した
値と一致する必要があります。

module-id="ReportsServices"
必須 : ○
デフォルト値 : ReportServices
有効値 : ReportServices
パス : ias-component/process-type

この module-idは、プロセス・タイプを定義し、この構成を OracleAS Reports Services プロ
セス・モジュールと関連付けます。 module-idは、Reports Server の管理に OracleAS Reports 
Services モジュールを使用するときに指定します。

module-id="ReportsBridgeServices"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ReportsBridgeServices
パス : ias-component/process-type

この idは、プロセス・タイプを定義し、この構成を OracleAS Reports Services プロセス・モ
ジュールと関連付けます。 id は、Reports Bridge サービスの管理に OracleAS Reports Services
モジュールを使用するときに指定します。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、process-setに対して起動される OracleAS Reports Services サーバーの数を指
定します。 OracleAS Reports Services サーバーは、process-set idによって識別されるため、
この値は 1 である必要があります。

id="PATH"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/environment

これは、OracleAS Reports Services プロセスに対して設定される PATH 環境変数です。

value="Put Path_value here"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : パス値は、unameコマンドが含まれるディレクトリを含む必要があります。
パス : ias-component/process-type/process-set/environment/
variable

これは、OracleAS Reports Services プロセスに対して設定される PATH 環境変数の値です。 こ
の変数は、"uname" を検索する起動スクリプトに対して設定する必要があります。

id="general-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category
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このカテゴリは様々なプロセス管理タスクに共通するすべてのデータを収集します。

id="batch"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : yes、no
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この idを使用して、OracleAS Reports Services サーバーを起動および停止するためのコマン
ドラインを構成します。 この情報は、OPMN によって解析または使用されることなく、
OracleAS Reports Services に渡されます。 この要素が構成されていない場合、この引数は渡さ
れません。

id="restart-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

障害検出に使用されるパラメータを定義する restart-parametersカテゴリです。

id="reverseping-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 300
有効値 : 適切なタイムアウト値（秒単位）
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

OPMN が reverseping-timeout時間内に通知を受信しない場合、そのプロセスを再起動し
ます。

id="urlping-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

この idは、OC4J モジュールによって ping が実行されるすべての URL を収集します。 ping に
使用されるプロトコルは AJPv1.3 です。

id="/reports/rwservlet/pingserver?start=auto"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : /reports/rwservlet/pingserver?start=auto
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/ category/data

このデータ idは、OC4J モジュールによって ping が実行される URL を指定します。 インプロ
セス OracleAS Reports Services サーバーのコンテキストでは、この URL の ping により、
OPMN は OracleAS Reports Services サーバー・アプリケーションが応答するかどうかを判断で
きます。 アプリケーションが応答しない場合、OPMN は対応する OC4J プロセスを再起動しま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Reports Services レポート Web 公
開ガイド』
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value="200"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 200
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/ category/data

この値は、ping リクエストへの応答として予想される有効な HTTP コードを指定します。 応答
HTTP コードがここで構成されている値と一致する場合、OPMN は、そのアプリケーションが
有効であると見なします。 一致しない場合、OPMN はその OC4J プロセスを再起動します。

id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

start-parametersカテゴリは、Reports Bridge の起動に使用するパラメータを定義するた
めに使用されます。

id="stop-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

stop-parametersカテゴリは、Reports Bridge の停止に使用するパラメータを定義するため
に使用されます。

id="jvm-options"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 有効な Java Virtual Machine（JVM）オプション
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

jvm-optionsは、Reports Bridge の起動中または停止中に、JVM に渡されます。

id="bridge-options"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

bridge-optionsは、Reports Bridge の起動中または停止中に、Reports Bridge に渡されま
す。 Reports Bridge の起動と停止をサポートするカスタム・コマンドライン・オプションを指定
できます。 

id="CLASSPATH"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/environment/

CLASSPATH 値は、ORACLE_HOME/jlib/zrclient.jar および ORACLE_
HOME/reports/jlib/rwrun.jarを参照している必要があります。 Reports Bridge の実行に
必要なクラスは、これらの .jarファイルにあります。
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Oracle Business Intelligence Discoverer のののの

構成構成構成構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの Oracle Business Intelligence Discoverer（OracleBI 
Discoverer）の構成について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 11.1 項「OracleBI Discoverer プロセス・モジュールの構成」

� 第 11.2 項「OracleBI Discoverer の 小構成」

� 第 11.3 項「OracleBI Discoverer の完全構成」

� 第 11.4 項「OracleBI Discoverer の属性の説明」
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11.1 OracleBI Discoverer プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成
次のコードは、OracleBI Discoverer プロセス・モジュールのロードと識別を行います。プロセ
ス・モジュールによる OracleBI Discoverer プロセスの管理は、module idによって識別されま
す。

<module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmndisco.so">
<module-id id="Disco_ServicesStatus"/>
<module-id id="Disco_SessionServer"/>
<module-id id="Disco_PreferenceServer"/> 

</module>

11.2 OracleBI Discoverer の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
次のコードは、OracleBI Discoverer の 小限の構成を示します。OracleBI Discoverer の他のす
べての構成要素と属性にはデフォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="Discoverer">
<environment>

<variable id="PREFERENCE_PORT" value="16001"/>
<variable id="DISCO_DIR" value="$ORACLE_HOME/discoverer"/>
<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value="$DISCO_DIR/lib:$ORACLE_HOME/lib" append="true"/>

</environment>
<process-type id="SessionServer" module-id="Disco_SessionServer" >

<port id="ses" range="3801-3950"/>
<process-set id="SessionServer" minprocs="0" maxprocs=150 restart-on-death= "false"
parallel-requests="true"/>

</process-type>
<process-type id="ServicesStatus" module-id="Disco_ServicesStatus">

<process-set id="ServicesStatus" numprocs="1"/>
</process-type>
<process-type id="PreferenceServer" module-id="Disco_PreferenceServer">

<process-set id="PreferenceServer" numprocs="1"/>
</process-type>

</ias-component> 

11.3 OracleBI Discoverer の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
次のコードは、OracleBI Discoverer の完全な構成を示します。これには、OracleBI Discoverer
に使用できる構成要素と属性がすべて含まれています。

<ias-component id="Discoverer">
<environment>

<variable id="DISCO_DIR" value="$ORACLE_HOME/discoverer"/>
<variable id="PREFERENCE_PORT" value="16001"/>
<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value="$DISCO_DIR/lib:$ORACLE_HOME/lib" append="true"/> 

</environment>
<process-type id="SessionServer" module-id="Disco_SessionServer">

<ping interval="40"/>
<port id="ses" range="3801-3950"/>
<process-set id="SessionServer" minprocs="0" maxprocs="150" restart-on-death="false"
parallel-requests="true"/>
<module-data>

<category id="start-parameters">
<data id="dis51ws-options" value="dis51ws-options_value"/>
<data id="dis51ws-extra-options" value="dis51ws-extra-options_value"/>

</category>
</module-data>

</process-type>
<process-type id="ServicesStatus" module-id="Disco_ServicesStatus"

<process-set id="ServicesStatus" numprocs="1"/>
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</process-type>
<process-type id="PreferenceServer" module-id="Disco_PreferenceServer" >

<process-set id="PreferenceServer" numprocs="1"/>
<module-data>

<category id="start-parameters">
<data id="dis51pr-options" value="dis51pr-options_value"/>
<data id="dis51pr-extra-options" value="dis51pr-extra-options_value"/>

</category>
</module-data>

</process-type>
</ias-component> 

11.4 OracleBI Discoverer の属性の説明の属性の説明の属性の説明の属性の説明
この項では、OracleBI Discoverer に固有の属性について説明します。

OracleBI Discoverer の属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。たとえば、id="Discoverer" のように記述しま
す。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。

� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : 該当する場合、この属性に対する有効値を示します。たとえば、Discovererの
ように記述します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。たとえば、ias-componentのよ
うに記述します。

id="Discoverer"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : Discover
パス : ias-component

この idは必須で、変更できません。この名前は、targets.xmlのエントリと一致している必
要があります。一致しない場合、Application Server Control コンソールは機能しません。

id="DISCO_DIR"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/environment

OPMN は、dis51prなどの OracleBI Discoverer コンポーネントのバイナリとライブラリを検
索するために、この環境変数を必要とします。

id="PREFERENCE_PORT"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/environment

この環境変数は、優先サーバーのポートを定義します。

id="LD_LIBRARY_PATH"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
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パス : ias-component/environment/variable

この環境変数は、OracleBI Discoverer バイナリがライブラリを検索するために必要です。

次のディレクトリが必要です。

� $DISCO_DIR/lib

� $ORACLE_HOME/lib

id="SessionServer"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : SessionServer
パス : ias-component/process-type

この idは必須で、変更できません。この名前は、targets.xmlのエントリと一致している必
要があります。一致しない場合、Application Server Control コンソールは機能しません。

module-id="Disco_SessionServer"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この idは、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付けます。

interval="40"
必須 : ×
デフォルト値 : 20秒
有効値 : >= 0
パス : ias-component/process-type/ping

ping要素の全属性リストについては、共通構成を参照してください。 第 11.3 項「OracleBI 
Discoverer の完全構成」のコード例は、プロセスの ping を 40 秒おきに実行する ping 間隔を示
しています。セッション・サーバーの ping 間隔は、40 秒に設定することをお薦めします。

id="ses"
必須 : ×
デフォルト値 : "ses"
有効値 : "ses"
パス : ias-component/process-type/port

"port" 要素の全属性リストについては、共通構成を参照してください。"ses" は、セッション・
サーバーのポートの範囲を指定するポート ID です。

range="3801-3950"
必須 : ×
デフォルト値 : 3801～ 3950
有効値 : >= 0
パス : ias-component/process-type/port

"port" 要素の全属性リストについては、共通構成を参照してください。セッション・サーバー
のポートを構成する場合は、十分な数のポートがあることを確認してください。ポート数は
maxprocs の値と同じである必要があります。

minprocs="0"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 1
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パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-setに対して起動されるセッション・サーバー・インスタンスの
数を指定します。OracleBI Discoverer で startproc コマンドが実行されても、OPMN がセッ
ション・サーバーを起動しないようにするには、この値をゼロに設定します。

maxprocs="150"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-setに対して起動されるセッション・サーバー・インスタンスの
数を指定します。 大数のプロセスによってコンピュータのリソースが使い果たされないよう
に、この値を構成する必要があります。

restart-on-death="false"
必須 : ○
デフォルト値 : true
有効値 : true、false
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、プロセスを停止した後、OPMN がそのプロセスを再起動するかどうかを指定しま
す。セッション・サーバーの場合、この値は常に "false" に設定する必要があります。

parallel-requests="true"
必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : true、false
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-set に着信するリクエストに対する OPMN の処理方法を指定します。
true に設定すると、リクエストは並列処理されます。false に設定すると、リクエストは順次処
理されます。 

id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

これは、セッション・サーバーの起動パラメータを指定するカテゴリです。

id="dis51ws-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

$DISCO_DIR/bin/dis51wsのデフォルト・コマンドライン・オプションは、次のとおりで
す。

prompt> "-opmn_ping_time <ping interval> -port <port> -preferencePort $PREFERENCE_PORT 
-uid <unique identifier>"

この要素に対して有効なコマンドライン・オプションを指定することにより、このデフォル
ト・オプションを上書きできます。コマンドラインの 後に一意の識別子（-uid）を追加しま
す。指定したオプションの 後には、必ず -uidを付けてください。
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id="dis51ws-extra-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

$DISCO_DIR/bin/dis51wsのデフォルト・コマンドライン・オプションは、次のとおりで
す。

prompt> "-opmn_ping_time <ping interval> -port <port> -preferencePort $PREFERENCE_PORT 
-uid <unique identifier>"

この要素に対して有効なコマンドライン・オプションを指定することにより、このデフォル
ト・オプションに追加できます。dis51ws-optionsが指定されている場合、この要素は無視
されます。

id="ServicesStatus"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ServicesStatus
パス : ias-component/process-type

この idは必須で、変更できません。この名前は、targets.xmlのエントリと一致している必
要があります。一致しない場合、Application Server Control コンソールは機能しません。

module-id="Disco_ServicesStatus"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : ServicesStatus
パス : ias-component/process-type

この名前は、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付けます。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-setに対して起動される ServicesStatus インスタンスの数を指定
します。1 つの Oracle Application Server インスタンスで実行する ServicesStatus インスタンス
の数は、1 つだけにしてください。

id="PreferenceServer"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : PreferenceServer
パス : ias-component/process-type

この idは必須で、変更できません。この名前は、targets.xmlのエントリと一致している必
要があります。一致しない場合、Application Server Control コンソールは機能しません。

module-id="Disco_PreferenceServer"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この名前は、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付けます。 
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numprocs="1"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-set に対して起動される優先サーバーの数を指定します。1 つの
Oracle Application Server インスタンスで実行するインスタンスの数は、1 つだけにしてくださ
い。

id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

これは、dis51prの ping パラメータを指定するカテゴリです。

id="dis51pr-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

$DISCO_DIR/bin/dis51prのデフォルト・コマンドライン・オプションは、次のとおりで
す。

prompt> "-ORBEndpoint iiop://:$PREFERENCE_PORT -U <unique identifier>"

この要素に対して有効なコマンドライン・オプションを指定することにより、このデフォル
ト・オプションを上書きできます。コマンドラインの 後に一意の識別子（-U）を追加しま
す。コマンド・オプションの 後には、必ず -U を付けてください。 

id="dis51pr-extra-options"
必須 : ×
デフォルト値 : 次の段落を参照
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

$DISCO_DIR/bin/dis51prのデフォルト・コマンドライン・オプションは、次のとおりで
す。

prompt> "-ORBEndpoint iiop://:$PREFERENCE_PORT -U <unique identifier>"

この要素に対して有効なコマンドライン・オプションを指定することにより、このデフォル
ト・オプションを上書きできます。コマンドラインの 後に一意の識別子（-U）を追加しま
す。コマンド・オプションの 後には、必ず -U を付けてください。 
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ログ・ローダーの構成ログ・ローダーの構成ログ・ローダーの構成ログ・ローダーの構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルのログ・ローダーの構成について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 12.1 項「ログ・ローダーのプロセス・モジュールの構成」

� 第 12.2 項「ログ・ローダーの 小構成」

� 第 12.3 項「ログ・ローダーの完全構成」

� 第 12.4 項「ログ・ローダーの属性の説明」
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ログ・ローダーのプロセス・モジュールの構成
12.1 ログ・ローダーのプロセス・モジュールの構成ログ・ローダーのプロセス・モジュールの構成ログ・ローダーのプロセス・モジュールの構成ログ・ローダーのプロセス・モジュールの構成
次のコードは、ログ・ローダーのプロセス・モジュールのロードと識別を行います。プロセ
ス・モジュールによるログ・ローダーのプロセスの管理は、module idによって識別されま
す。

<module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/liblogloader.so">
<module-id id="LOGLDR"/>

</module>

12.2 ログ・ローダーの最小構成ログ・ローダーの最小構成ログ・ローダーの最小構成ログ・ローダーの最小構成
次のコードは、ログ・ローダーの 小限の構成を示します。ログ・ローダーの他のすべての構
成要素と属性にはデフォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="LogLoader" status="enabled" id-matching="true">
<process-type id="logloaderd" module-id="LOGLDR" working-dir="$ORACLE_HOME">

<environment>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/diagnostics/lib/ojdl.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lib/xmlparserv2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/nls_charset12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/opmn/lib/ons.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/opmn/lib/optic.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" vaule="$ORACLE_HOME/jlib/oraclepki.jar" append="true"/>

</environment>
<process-set id="logloaderd" restart-on-death="true" numprocs="1">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="java-parameters" value="-server -Doracle.home=$ORACLE_HOME
-Djava.security.policy=$ORACLE_HOME/diagnostics/bin/java.policy"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-parameters" value=" -Doracle.home=$ORACLE_HOME -Djava.security.policy
=$ORACLE_HOME/diagnostics/bin/java.policy"/>

</category>
</module-data>

</process-set>
</process-type>

</ias-component>

12.3 ログ・ローダーの完全構成ログ・ローダーの完全構成ログ・ローダーの完全構成ログ・ローダーの完全構成
次のコードは、ログ・ローダーの完全な構成を示します。これには、ログ・ローダーに使用で
きる構成要素と属性がすべて含まれています。

<ias-component id="LogLoader" status="enabled" id-matching="true">
<process-type id="logloaderd" module-id="LOGLDR" working-dir="$ORACLE_HOME">

<environment>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/diagnostics/lib/ojdl.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/lib/xmlparserv2.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/nls_charset12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/opmn/lib/ons.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/opmn/lib/optic.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" vaule="$ORACLE_HOME/jlib/oraclepki.jar" append="true"/>

</environment>
<process-set id="logloaderd" restart-on-death="true" numprocs="1">

<module-data>
<category id="start-parameters">
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<data id="java-bin" value="$ORACLE_HOME/jdk/bin/java"/>
<data id="java-parameters" value="-server-Doracle.home= $ORACLE_HOME
-Djava.security.policy=$ORACLE_HOME/diagnostics/bin/java.policy"/>
<data id="class-name" value="oracle.core.ojdl.loader.LogLoaderDaemon"/>
<data id="application-parameters" value="-start -config $ORACLE_HOME/diagnostics/
config/logloader.xml"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="$ORACLE_HOME/jdk/bin/java"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.home=$ORACLE_HOME
-Djava.security.policy=$ORACLE_HOME/diagnostics/ bin/java.policy"/>
<data id="class-name"value="oracle.core.ojdl.loader.LogLoaderDaemon"/>
<data id="application-parameters" value="-stop"/>

</category>
</module-data>

</process-set>
</process-type>

</ias-component>

12.4 ログ・ローダーの属性の説明ログ・ローダーの属性の説明ログ・ローダーの属性の説明ログ・ローダーの属性の説明
この項では、ログ・ローダーに固有の属性について紹介するとともに、これらの属性について
説明します。

ログ・ローダーの属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。たとえば、id="LogLoader" のように記述しま
す。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。

� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : 該当する場合、この属性に対する有効値を示します。たとえば、LogLoaderのよ
うに記述します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。たとえば、ias-componentのよ
うに記述します。

id="LogLoader"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : LogLoader
パス : ias-component

この idは必須で、変更できません。

id="logloaderd"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : logloaderd
パス : ias-component/process-type
パス : ias-component/process-type/process-set

この idは必須で、変更できません。

module-id="LOGLDR"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type
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この名前は、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付けます。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、この process-setに対して起動される LogLoader インスタンスの数を指定しま
す。常に 1を指定してください。

id="start-parameters"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

これは、start-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリでは、
Java-parameters データを指定する必要があります。

id="java-bin"
必須 : ×
デフォルト : $ORACLE_HOME/jdk/bin/java
有効値 : Java 実行可能ファイルへの任意のフル・ファイル・パス
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

Java 実行可能ファイルへの代替パスを指定できます。

id="java-parameters"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 任意の有効な Java パラメータ
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

パラメータ -Doracle.homeおよび -Djava.security.policyは必須であり、このセク
ションで定義する必要があります。

id="class-name"
必須 : ×
デフォルト値 : oracle.core.ojdl.loader.LogLoaderDaemon
有効値 : Java クラス名
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このフィールドでは、LogLoader サーバー・プロセスを起動または停止するための、デフォル
ト以外の Java クラス名を指定できます。この idは内部使用されるもので、ユーザーが変更す
ることはできません。

id="application-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : 起動する場合 : -start -config $ORACLE_
HOME/diagnostics/config/logloader.xml

            停止する場合 : -stop -config $ORACLE_
HOME/diagnostics/config/logloader.xml
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有効値 : class-nameに指定されているクラスによって認識される、任意の有効な Java アプリ
ケーション・パラメータ
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このフィールドでは、アプリケーション・パラメータを設定できます。ここで定義されるパラ
メータにより、デフォルト値が置き換えられます。

id="stop-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

これは、stop-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリには、stop に
関連する module dataを指定できます。
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DCM デーモンの構成デーモンの構成デーモンの構成デーモンの構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの DCM デーモン構成について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 13.1 項「DCM デーモン・プロセス・モジュールの構成」

� 第 13.2 項「DCM デーモンの 小構成」

� 第 13.3 項「DCM デーモンの完全構成」

� 第 13.4 項「DCM デーモンの属性の説明」
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DCM デーモン・プロセス・モジュールの構成
13.1 DCM デーモン・プロセス・モジュールの構成デーモン・プロセス・モジュールの構成デーモン・プロセス・モジュールの構成デーモン・プロセス・モジュールの構成
次のコードは、DCM デーモン・プロセス・モジュールのロードと識別を行います。プロセス・
モジュールによる DCM デーモン・プロセスの管理は、module idによって識別されます。

<module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmndcmdaemon">
<module-id id="DCMDaemon"/>

</module>

13.2 DCM デーモンの最小構成デーモンの最小構成デーモンの最小構成デーモンの最小構成
次のコードは、DCM デーモンの 小限の構成を示します。DCM デーモンの他のすべての構成
要素と属性にはデフォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="dcm-daemon" status="enabled" id-matching="true">
<process-type id="dcm-daemon" module-id="DCMDaemon">
<process-set id="dcm" numprocs="1">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="jar-file" value="$ORACLE_HOME/dcm/lib/dcm.jar"/>
<data id="application-parameters" value="daemon -logdir $ORACLE_HOME/dcm/logs/
daemon_logs -o $ORACLE_HOME"/>

</category>
</module-data>

</process-set>
</process-type>

</ias-component>

13.3 DCM デーモンの完全構成デーモンの完全構成デーモンの完全構成デーモンの完全構成
次のコードは、DCM デーモンの完全な構成を示します。これには、DCM デーモンに使用でき
る構成要素と属性がすべて含まれています。

<ias-component id="dcm-daemon" status="enabled" id-matching="true">
<process-type id="dcm-daemon" module-id="DCMDaemon">
<process-set id="dcm" numprocs="1">

<module-data>
<category id="start-parameters">
<data id="java-bin" value="$ORACLE_HOME/jdk/bin/java"/>
<data id="java-parameters" value="-Doracle.ias.sysmgmt.logging.loglevel=ERROR"/>
<data id="jar-file" value="$ORACLE_HOME/dcm/lib/dcm.jar"/>
<data id="application-parameters" value="daemon -logdir $ORACLE_HOME/dcm/logs
/daemon_logs -o $ORACLE_HOME"/>

</category>
</module-data>

</process-set>
</process-type>

</ias-component>

13.4 DCM デーモンの属性の説明デーモンの属性の説明デーモンの属性の説明デーモンの属性の説明
この項では、DCM デーモンに固有の属性について紹介するとともに、これらの属性について
説明します。

DCM デーモンの属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。 たとえば、id="dcm-daemon" のように記述し
ます。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。
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� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : 該当する場合、この属性に対する有効値を示します。たとえば、dcm-daemonの
ように記述します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。たとえば、ias-componentのよ
うに記述します。

id="dcm-daemon"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : dcm-daemon
パス : ias-component
パス : ias-component/process-type

この idは必須で、変更できません。

module-id="DCMDaemon"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type

この idは、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付けます。
この名前は必須で、変更できません。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、process-setに対して起動される DCM デーモン・インスタンスの数を指定し
ます。常に 1 を指定してください。

id="start-parameters"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

これは、start-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリでは、少な
くとも Java-parameters データを指定する必要があります。

id="java-bin"
必須 : ×
デフォルト : $ORACLE_HOME/jdk/bin/java
有効値 : java.exeへのフルパス
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

Java インタプリタ（実行可能ファイル）への代替パスを指定できます。 

id="java-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : -Doracle.ias.sysmgmt.logging.loglevel=ERROR
有効値 : 任意の有効な Java パラメータ
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パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このフィールドには、任意の有効な Java パラメータを指定できます。指定されたすべての Java
パラメータは、デフォルト値を上書きします。ログレベルが指定されない場合、DCM デーモ
ンのログレベルは ERRORに指定されます。

id="jar-file"
必須 : ○
デフォルト値 : $ORACLE_HOME/dcm/lib/dcm.jar
有効値 : 有効な dcm.jarへのフルパス
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

このフィールドは、DCM デーモンの起動と停止を行うための JAR ファイルを指定します。こ
の idは必須で、変更できません。

id="application-parameters"
必須 : ○
デフォルト値 : daemon -logdir $ORACLE_HOME/dcm/logs/daemon_logs -o 
$ORACLE_HOME
有効値 : dcm.jars manifest.mfに指定されているメインクラスによって認識される、任意
の有効な Java アプリケーション・パラメータ
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このフィールドでは、アプリケーション・パラメータを設定できます。ここで定義されるパラ
メータにより、デフォルト値が置き換えられます。DCM デーモンを起動するためには、
daemon、-logdirおよび -oパラメータの指定が必須です。
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Oracle Application Server Integration

Business Activity Monitoring の構成の構成の構成の構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルの Oracle Application Server Integration Business 
Activity Monitoring（OracleAS Integration BAM）の構成について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 14.1 項「OracleAS Integration BAM プロセス・モジュールの構成」

� 第 14.2 項「OracleAS Integration BAM の 小構成」

� 第 14.3 項「OracleAS Integration BAM の完全構成」

� 第 14.4 項「OracleAS Integration BAM の属性の説明」
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OracleAS Integration BAM プロセス・モジュールの構成
14.1 OracleAS Integration BAM プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成プロセス・モジュールの構成
次のコードは、プロセス・モジュールのロードと識別を行います。 プロセス・モジュールによ
る OracleAS Integration BAM プロセスの管理は、module idによって識別されます。

<module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmnbam.so">
<module-id id="MonitorFramework"/>
<module-id id="BAMEngine"/>

</module>

14.2 OracleAS Integration BAM の最小構成の最小構成の最小構成の最小構成
次のコードは、OracleAS Integration BAM の 小限の構成を示します。 OracleAS Integration 
BAM の他のすべての構成要素と属性にはデフォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="BAM" status="enabled">
<process-type id="engine" module-id="BAMEngine" >

<environment>
<variable id="BAM_PROPERTIES_FILE" value="$ORACLE_HOME/work/BAMProperties/
bam.properties"/>
<variable id= "TNS_INSTANCE" value="bamhost"/>
<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value= "/usr/local/lib:/usr/lib:$ORACLE_HOME/lib32"
append="true"/>

</environment>
<process-set id="BAMEngine" numprocs="1">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="bin-path" value="$ORACLE_HOME/bam/bin/wsd"/>
</category>

</module-data>
</process-set>

</process-type>
<process-type id="monitor" module-id="MonitorFramework">

<environment>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/config" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/aqapi.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/bam.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/dms.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/ip.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/b2b.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/oai904.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/sqlj/lib/runtime12ee.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/sqlj/lib/translator.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/xmlcomp.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/xmlparserv2_10g.jar" append="true"/>

</environment>
<process-set id="MonitorFramework" numprocs="1"/>
</process-type>

</ias-component>

14.3 OracleAS Integration BAM の完全構成の完全構成の完全構成の完全構成
次のコードは、OracleAS Integration BAM の完全な構成を示します。 これには、OracleAS 
Integration BAM に使用できる構成要素と属性がすべて含まれています。

<ias-component id= BAM status="enabled">
<process-type id="engine" module-id="BAMEngine">

<environment>
<variable id="BAM_PROPERTIES_FILE" value= "$ORACLE_HOME/work/BAMProperties
/bam.properties"/>
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<variable id="TNS_INSTANCE" value="bamhost"/>
<variable id="LD_LIBRARY_PATH" value= "/usr/local/lib:/usr/lib:$ORACLE_HOME/lib32"
append="true"/>

</environment>
<process-set id="BAMEngine" numprocs="1">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="bin_path" value="$ORACLE_HOME/bam/bin/wsd"/>
</category>

</module-data>
</process-set>

</process-type>
<process-type id="monitor" module id="Monitor Framework">

<environment>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/config" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/aqapi.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/bam.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/jdbc/lib/classes12.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/dms.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/ip.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/b2b.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/oai904.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/sqlj/lib/runtime12ee.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/sqlj/lib/translator.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/xmlcomp.jar" append="true"/>
<variable id="CLASSPATH" value="$ORACLE_HOME/bam/lib/xmlparserv2_10g.jar" append="true"/>

</environment>
<module-data>

<category id="start-parameters">
<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-ms8m -mx512m"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStartClass"/>
<data id="application-parameters" value="MyApplicationParameters"/>

</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="java-bin" value="/my/path/to/java/exec"/>
<data id="java-parameters" value="-ms8m -mx512m"/>
<data id="class-name" value="MyJavaStopClass"/>
<data id="application-parameters" value="MyApplicationParameters"/>
<data id="stop-option" value="MyStopOption"/>

</category>
</module-data>
<process-set id="MonitorFramework" numprocs="1"/>

<stop timeout="MyStopTimeout">
</process-type>

</ias-component>

14.4 OracleAS Integration BAM の属性の説明の属性の説明の属性の説明の属性の説明
この項では、OracleAS Integration BAM に固有の属性について説明します。

OracleAS Integration BAM の属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。 たとえば、id="BAM" のように記述します。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。

� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : この属性に対する有効値を示します。 たとえば、BAMのように記述します。
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� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。 たとえば、ias-componentのよ
うに記述します。

id= BAM
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : BAM
パス : ias-component

この idは必須で、変更できません。 id 名は、targets.xmlのエントリと一致している必要が
あります。一致しない場合、Application Server Control コンソールは機能しません。

id="BAM_PROPERTIES_FILE"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/environment

この環境変数は、bam.propertiesファイルへのフルパスを定義します。

module-id="BAMEngine"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : BAMEngine
パス : ias-component

この id は必須です。他の値に変更しないでください。

id="TNS_INSTANCE"
必須 : ○
有効値 : 一意の文字列名
パス : ias-component/environment

この環境変数は、OracleAS Integration BAM サービスに必要です。

id="LD_LIBRARY_PATH"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/environment

この環境変数は、OracleAS Integration BAM バイナリがそれぞれのライブラリを検索するため
に必要です。

id="bin_path"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/module-data/category
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category

この要素には、OracleAS Integration BAM エンジンを起動するプロセスへのフルパス（実行可
能ファイルを含む）が必要です。

category id="start-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/module-data/category
パス : ias-component/process-type/module-data/category
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category
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この要素は、start-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリには、
start モジュールに関連するデータを指定できます。

category id="stop-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/module-data/category
パス : ias-component/process-type/module-data/category
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category

この要素は、stop-parametersカテゴリの構成ブロックを示します。このカテゴリには、
stop モジュールに関連するデータを指定できます。

module id="Monitor Framework"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : MonitorFramework
パス : ias-component/process-type

この id は、プロセス・タイプを定義し、この構成をプロセス・モジュールと関連付けます。

data id="java-bin"
必須 : ×
デフォルト : $ORACLE_HOME/jdk/bin/java
有効値 : Java 実行可能ファイルへの任意のフル・ファイル・パス
パス : ias-component/module-data/category/data
パス : ias-component/process-type/module-data/category/data
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

Java 実行可能ファイルへの代替パスを指定できます。 ただし、プロセスを起動して正しく機能
させるには、そのプロセスに有効な Java のバージョンを使用する必要があります。 JDK 1.4.1 以
上を使用することをお薦めします。

data id="java-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : -ms8m -mx512m または他の有効な java パラメータ
パス : ias-component/module-data/category/data
パス : ias-component/process-type/module-data/category/data
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

コマンドラインで任意の有効な java パラメータを指定するか、またはデフォルト・パラメー
タ・リストを使用して既存のデフォルト・パラメータを置き換えます。

data id="class-name"
必須 : ×
デフォルト値 : oracle.tip.bam.runtime.ProcessManager
有効値 : BAM MonitorFramework を起動または停止するための有効な java クラス名
パス : ias-component/module-data/category/data
パス : ias-component/process-type/module-data/category/data
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data
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OracleAS Integration BAM モニター・フレームワーク・プロセスの起動または停止に使用する
java クラス名を指定できます。

data id="application-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : MonitorFramework start または MonitorFramework stop
有効値 : 有効なアプリケーション・パラメータ
パス : ias-component/module-data/category/data
パス : ias-component/process-type/module-data/category/data
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

OracleAS Integration BAM モニター・フレームワーク・プロセスの起動または停止に使用され
る、有効なアプリケーション・パラメータを指定できます。

data id="stop-option"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : force
パス : ias-component/module-data/category/data
パス : ias-component/process-type/module-data/category/data
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

イベントをリポジトリに送信せずに、MonitorFramework をただちに停止させるための有効な
停止オプションを指定できます。

process-set id="mf_instance1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : MonitorFramework などのプロセス・インスタンス名
パス : ias-component/process-type/process-set

このパラメータは、process-set のプロセス・インスタンス名を示します。 このインスタンス名
は、OracleAS Integration BAM 管理クラスに渡され、モニター・フレームワークの起動または
停止に使用されます。

numprocs="1"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 1
パス : ias-component/process-type/process-set

この属性は、このプロセス・セットに対して起動されるインスタンスの数を指定します。   現時
点では、OracleAS Integration BAM が同じプロセス・タイプで起動できるインスタンスは 1 つ
だけです。

stop timeout="MyStopTimeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 60
有効値 : 有効なタイムアウト値（秒単位）
パス : ias-component/process-type/

このパラメータは、opmn がモニター・フレームワーク・プロセスを強制終了するまでのタイ
ムアウトを秒単位で指定します。 タイムアウト値が大きいと、モニター・フレームワークは
バッファされているイベントをリポジトリにフラッシュできます。
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カスタム・プロセスの構成カスタム・プロセスの構成カスタム・プロセスの構成カスタム・プロセスの構成

この章では、OPMN opmn.xmlファイルのカスタム・プロセス構成について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� 第 15.1 項「カスタム・プロセス・モジュールの構成」

� 第 15.2 項「カスタム・プロセスの 小構成」

� 第 15.3 項「カスタム・プロセスの完全構成」

� 第 15.4 項「カスタム・プロセスの属性の説明」
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カスタム・プロセス・モジュールの構成
15.1 カスタム・プロセス・モジュールの構成カスタム・プロセス・モジュールの構成カスタム・プロセス・モジュールの構成カスタム・プロセス・モジュールの構成
次のコードは、カスタム・プロセス・モジュールのロードと識別を行います。プロセス・モ
ジュールによるカスタム・プロセスの管理は、module idによって識別されます。

<module path="$ORACLE_HOME/opmn/lib/libopmncustom.so">
<module-id id="CUSTOM" />

</module>

15.2 カスタム・プロセスの最小構成カスタム・プロセスの最小構成カスタム・プロセスの最小構成カスタム・プロセスの最小構成
次のコードは、カスタム・プロセスの 小限の構成を示します。カスタム・プロセスの他のす
べての構成要素と属性にはデフォルト値が割り当てられます。

<ias-component id="Custom">
<process-type id="Custom" module-id="CUSTOM">
<process-set id="Custom" numprocs="1">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="start-executable" value="Your start executable here" />
</category>

</module-data>
</process-set>
</process-type>

</ias-component>

15.3 カスタム・プロセスの完全構成カスタム・プロセスの完全構成カスタム・プロセスの完全構成カスタム・プロセスの完全構成
例 15-1 に、カスタム・プロセスの完全な構成を示します。これには、カスタム・プロセスに使
用できる構成要素と属性がすべて含まれています。

他の任意の Oracle Application Server コンポーネントの一部にカスタム・プロセスを使用する
ことができます。 その場合、例 15-1 の process-type要素は、コンポーネント構成の一部で
ある必要があります。

15.3.1 ping
カスタム・モジュールは、次の 2 つのいずれかの方法で、カスタム・プロセスの ping を実行す
るフレームワークを提供します。

� HTTP ping

� スクリプト ping

ping のタイプは、ping-parametersカテゴリ内に適切なデータを指定することによって構成
できます。 サンプルの Oracle Application Server 構成である例 15-1 に、HTTP ping を使用した
カスタム・プロセスを示します。 例 15-2 は、コンポーネント構成で使用可能なスクリプト ping
の例です。

例例例例 15-1 カスタム・プロセスの完全構成カスタム・プロセスの完全構成カスタム・プロセスの完全構成カスタム・プロセスの完全構成

<ias-component id="Custom" status="enabled" id-matching="false">
<environment>

<variable id="TEST_ENV_VARIABLE" value="/your/test/value" 
append="false"/>

</environment>
<process-type id="Custom" module-id="CUSTOM">
<process-set id="Custom" restart-on-death="true" numprocs="1">

<module-data>
<category id="start-parameters">

<data id="start-executable" value="Your start executable here" />
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<data id="start-args" value="Your start args here" />
</category>
<category id="stop-parameters">

<data id="stop-executable" value="Your stop executable here" />
<data id="stop-args" value="Your stop args here" />

</category>
<category id="restart-parameters">

<data id="restart-executable" value="Your restart executable here"/>
<data id="restart-args" value="Your restart args here" />

</category>
<category id="ping-parameters">

<data id="ping-type" value="http" />
<data id="ping-url" value="/your/ping/url" />
<data id="ping-host" value="abc.company.com" />
<data id="ping-port" value="7777" />
<data id="ping-limit" value="3" />
<data id="ping-timeout" value="300" />

</category>
<category id="ready-parameters">

<data id="use-ping-for-ready" value="false" />
</category>

</module-data>
</process-set>
</process-type>

</ias-component>

例 15-2 に、スクリプトを使用した ping の構成を示します。

例例例例 15-2 ping タイプ・スクリプトタイプ・スクリプトタイプ・スクリプトタイプ・スクリプト

<category id="ping-parameters">
<data id="ping-type" value="script" />
<data id="script-executable" value="Ping executable here" />
<data id="script-args" value="Ping arguments here " />

</category>

ping を実行すると（使用できる場合）、プロセスが動作可能であるかどうかを判断できます。
OPMN では、プロセスの作成後、管理対象プロセスが正常に起動していることを確認する必要
があります。プロセスは、様々な方法で OPMN に準備ができていることを伝えます。カスタ
ム・モジュールを使用すると、それらのプロセスは、ping を使用して動作可能であることを伝
えることができます。カスタム・プロセスに対して ping を構成する場合、このメカニズムを使
用して、そのプロセスの準備ができているかどうかを判断することもできます。プロセスが正
常に起動していることを前提としてカスタム・モジュールの処理を進める場合は、動作可能か
どうかを判断するメカニズムを構成しないこともできます。 

15.4 カスタム・プロセスの属性の説明カスタム・プロセスの属性の説明カスタム・プロセスの属性の説明カスタム・プロセスの属性の説明
この項では、カスタム・プロセスに固有の属性について紹介するとともに、これらの属性につ
いて説明します。

カスタム・プロセス属性について、次の形式で記述します。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 属性名とその設定値を示します。たとえば、id="Custom" のように記述します。

� 必須必須必須必須 : コンポーネントの定義において、この属性が必須かどうかを示します。

注意注意注意注意 : ping が構成されている場合、プロセスの作成後すぐに ping が実行さ
れます。プロセスの初期化および ping への応答に時間がかかる場合は、ping
を使用して動作可能かどうかを判断することは適切ではありません。プロセ
スがこの ping に応答しない場合、OPMN はプロセスが正常に起動していな
いと判断し、プロセスを停止します。
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カスタム・プロセスの属性の説明
� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この属性に割り当てられるデフォルトの値を示します。デフォルト値は、イ
ンストールされたバージョンの opmn.xmlファイルに表示されるか、属性が存在しない場
合は内部的に割り当てられます。

� 有効値有効値有効値有効値 : 該当する場合、この属性に対する有効値を示します。たとえば、customのように
記述します。

� パスパスパスパス : この属性をどの要素内で指定できるかを示します。たとえば、ias-componentのよ
うに記述します。

id="Custom"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 任意の id
パス : ias-component
パス : ias-component/process-type
パス : ias-component/process-type/process-set

この idは必須で、任意の名前を指定できます。ただし、既存の名前と重複しないようにして
ください。

module-id="CUSTOM"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 第 15.1 項「カスタム・プロセス・モジュールの構成」で指定される module-idと同
じ
パス : ias-component/process-type

module-idは、プロセスをモジュールと関連付けます。カスタム・プロセスでは、この id
は、カスタム・モジュールのプロセス・モジュール構成で指定される module-idと一致して
いる必要があります。

id="start-parameters"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

start-parametersカテゴリには、起動実行可能ファイルおよび起動引数を指定する子要素
が含まれます。

id="start-executable"
必須 : ○
デフォルト値 : なし
有効値 : 実行する有効な実行可能ファイル
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素は、起動する実行可能ファイルの名前を指定します。

id="start-args"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 起動実行可能ファイルのデータ要素によって指定される実行可能ファイルへの有効な
引数
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data
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カスタム・プロセスの属性の説明
このデータ要素の値は、起動実行可能ファイルへのすべての引数を含む文字列である必要があ
ります。この idに複数のデータ要素を指定しないでください。

id="stop-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

stop-parametersカテゴリには、停止実行可能ファイルおよび停止引数を指定する子要素が
含まれます。このカテゴリが構成されていない場合、OPMN は、kill コマンドを使用してプロ
セスを停止します。

id="stop-executable"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素は、プロセスの停止に使用される実行可能ファイルの名前を指定します。

id="stop-args"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素の値は、停止実行可能ファイルへのすべての引数を含む文字列である必要があ
ります。この idに複数のデータ要素を指定しないでください。

id="restart-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

restart-parametersカテゴリには、再起動実行可能ファイルおよび再起動引数を指定する
子要素が含まれます。プロセスに明示的な再起動コマンドがある場合、このカテゴリを構成す
る必要があります。再起動コマンドがない場合、プロセスの再起動が必要なときは、停止コマ
ンドに続いて起動コマンドが実行されます。

再起動データが指定されると、OPMN は、そのプロセスのプロセス ID を再起動後も同じであ
ると見なします。プロセスに使用できる明示的な再起動コマンドがない場合、停止コマンドに
続いて起動コマンドが発行されます。この場合はプロセス ID の変更が許容されます。

id="restart-executable"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 有効な再起動実行可能ファイル名
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素は、プロセスの再起動に使用される実行可能ファイルの名前を指定します。

id="restart-args"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 再起動実行可能ファイルへの有効な引数
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カスタム・プロセスの属性の説明
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素の値は、再起動実行可能ファイルへのすべての引数を含む文字列である必要が
あります。この idに複数のデータ要素を指定しないでください。

id="ping-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

HTTP プロトコルを介して ping が実行されるカスタム・プロセスでは、このカテゴリを指定す
る必要があります。この module dataは、そのような ping の実行に必要なすべてのデータで
構成されています。

id="ping-type"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : http、script
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

ping を実行するカスタム・プロセスでは、この module dataを指定する必要があります。

id="ping-url"
必須 : ×
デフォルト値 : /
有効値 : 任意の有効な URL
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素を使用して、プロセスの ping を実行する URL を指定します。指定されたパラ
メータは、HTTP ping で使用されます。

id="ping-host"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : カスタム・プロセスがバインドされる有効なホスト名
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素を使用して、カスタム・プロセスがバインドされるホスト名を指定します。こ
のデータが指定されていない場合、ping は実行されません。無効なホスト名が指定された場
合、process-setは disabled（使用不可）になります。

id="ping-port"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : カスタム・プロセスが HTTP リクエストをリスニングする有効なポート
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 例 15-1「カスタム・プロセスの完全構成」

� 例 15-2「ping タイプ・スクリプト」
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カスタム・プロセスの属性の説明
カスタム・プロセスがリスニングするポートです。このデータが指定されていない場合、ping
は実行されません。無効なポートが指定された場合、process-setは disabled（使用不可）
になります。

id="ping-limit"
必須 : ×
デフォルト値 : 3
有効値 : ping の失敗に対して OPMN が持つトレランスを示す任意の適切な値。OPMN は、こ
のトレランスを使用して、プロセスを応答なしと宣言して再起動するタイミングを決定します。
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

この module data要素は、ping の失敗に対するトレランスを定義します。ping が失敗した回
数がこの上限値に達すると、プロセスは応答なしと見なされ、OPMN によって再起動されま
す。

id="ping-timeout"
必須 : ×
デフォルト値 : 300秒
有効値 : 適切なタイムアウト値
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/category/
data

このデータ要素で指定されたタイムアウト値は、OPMN が ping のレスポンスを待機する 大
時間として使用されます。タイムアウト時間内にレスポンスがない場合、ping の試行は失敗し
たと見なされます。

id="script-executable"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : 有効なスクリプト実行可能ファイル
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このデータ要素は、プロセスの ping に使用される実行可能ファイルの名前を指定します。この
実行可能ファイルからの終了値が 0 の場合、ping は正常に実行されたと見なされます。その他
のすべての値は、ping が失敗したことを示します。

id="script-args"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
有効値 : ping 実行可能ファイルへの有効な引数
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このデータ要素の値は、ping 実行可能ファイルへのすべての引数を含む文字列である必要があ
ります。この id に複数のデータ要素を指定しないでください。

id="ready-parameters"
必須 : ×
デフォルト値 : なし
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category

この module dataカテゴリは、カスタム・プロセスが正常に起動しているかどうかを判断す
るために ping を使用することを示します。
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カスタム・プロセスの属性の説明
id="use-ping-for-ready"
必須 : ×
デフォルト値 : false
有効値 : trueまたは false
パス : ias-component/process-type/process-set/module-data/
category/data

このデータ要素の値により、プロセスが使用可能であるかどうかを判断するために ping を使用
するかどうかが決まります。
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OPMN トラブルシューティ
A

OPMN トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング

この付録では、OPMN に対するトラブルシューティングのヒントをいくつか紹介します。 この
付録の項目は次のとおりです。

� 第 A.1 項「障害と解決策」

� 第 A.2 項「OPMN の問題の診断」

� 第 A.3 項「その他のヘルプ情報」
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障害と解決策
A.1 障害と解決策障害と解決策障害と解決策障害と解決策
この項では、OPMN の使用に際して発生する共通の問題をいくつか説明します。 この項の項目
は次のとおりです。

� 第 A.1.1 項「Oracle Application Server プロセスが起動しない」

� 第 A.1.2 項「Oracle Application Server プロセスに障害が発生または応答なしの状態になっ
ているかどうかを判断する」

� 第 A.1.3 項「opmnctl コマンド実行のタイムアウト」

� 第 A.1.4 項「Oracle Application Server コンポーネントが OPMN によって自動的に再起動
される」

� 第 A.1.5 項「opmnctl start の予想外の動作」

� 第 A.1.6 項「opmn.xml ファイルの無効な要素」

� 第 A.1.7 項「Oracle9iAS リリース 2（9.0.2 および 9.0.3）インスタンスの管理」

� 第 A.1.8 項「OC4J を起動できない」

� 第 A.1.9 項「コンポーネントを停止できない」

� 第 A.1.10 項「globalInitNLS エラー」

� 第 A.1.11 項「クラスタのリモート・ホストを個別に起動する」

� 第 A.1.12 項「ログ・ローダーが起動しない」

� 第 A.1.13 項「dcm-daemon が起動しない」

� 第 A.1.14 項「SSL ハンドシェイクの失敗」

� 第 A.1.15 項「OPMN の起動時に CPU 使用率が増加する」

� 第 A.1.16 項「OPMN 起動時にエラー・メッセージが表示される」

A.1.1 Oracle Application Server プロセスが起動しないプロセスが起動しないプロセスが起動しないプロセスが起動しない

障害障害障害障害

OPMN を使用して Oracle Application Server プロセスを起動できない。

解決策解決策解決策解決策

OPMN を使用して Oracle Application Server プロセスを起動できない場合は、次のことを実行
してみてください。

� コマンド入力を検証し、必要に応じて修正します。入力したコマンドのスペルと選択した
オプションについて確認してください。

� Oracle Application Server プロセスの standard out 出力ログ・ファイルを確認します。プロ
セス・コンソールからの出力は、ORACLE_HOME/opmn/logsディレクトリにあります。
たとえば、OracleAS Web Cache の標準出力ログは、WebCache~WebCacheAdmin~1のよ
うになります。

� 起動しようとしている Oracle Application Server プロセスの依存要件を検証します。たと
えば、起動する Oracle Application Server プロセスは、Oracle Application Server 
Metadata Repository が動作していることを必要とする場合もあります。

注意注意注意注意 : OPMN または Oracle Application Server コンポーネントを起動する
際は、前バージョンの Oracle9iAS のコマンドライン・スクリプトまたはユー
ティリティを使用しないでください。
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� opmn.xmlファイル内の Oracle Application Server コンポーネントの要素値を検証します。
opmnctl validateコマンドを使用して、opmn.xmlファイルの構成を検証してくださ
い。起動しようとしている Oracle Application Server コンポーネントの opmn.xmlが正し
く構成されていない場合もあります。 

A.1.2 Oracle Application Server プロセスに障害が発生または応答なしの状態にプロセスに障害が発生または応答なしの状態にプロセスに障害が発生または応答なしの状態にプロセスに障害が発生または応答なしの状態に
なっているかどうかを判断するなっているかどうかを判断するなっているかどうかを判断するなっているかどうかを判断する

障害障害障害障害

Oracle Application Server プロセスに障害が発生、または接続不能になった。

解決策解決策解決策解決策

Oracle Application Server プロセスに障害が発生した場合、または接続不能になった場合は、
次のことを実行してみてください。

� Oracle Application Server プロセスの ORACLE_HOME/opmn/logs/ipm.logをレベル 4 以
上で確認します。 process crashedまたは process unreachableメッセージを探し
ます。 OPMN は、障害が発生または応答なしの状態になった Oracle Application Server プ
ロセスを自動的に再起動します。

� 停止前またはクラッシュ後のイベントのイベント・スクリプトを作成します。イベント・
スクリプトを使用して、特定のログ・ファイルを作成したり、障害に関する情報を電子
メールで送信することができます。

� ORACLE_HOME/opmn/logsの Oracle Application Server コンポーネント固有の出力を確認
します。

� Oracle Application Server コンポーネント・ディレクトリにある Oracle Application Server
コンポーネント固有のログ・ファイルを確認します。

� iHAT を使用して、Oracle Application Server のアクションを表示します。

A.1.3 opmnctl コマンド実行のタイムアウトコマンド実行のタイムアウトコマンド実行のタイムアウトコマンド実行のタイムアウト

障害障害障害障害

opmnctlコマンドの実行にかかる時間は、Oracle Application Server プロセスのタイプおよび
使用可能なコンピュータ・ハードウェアによって異なります。そのため、opmnctlコマンドの
実行にかかる時間は、簡単には判断できません。

OC4J のデフォルトの起動タイムアウトは約 5 分です。OC4J プロセスが opmnctlコマンドの
後に起動しない場合、OPMN は、約 1 時間待機してから、リクエストをタイムアウトして終了
します。

解決策解決策解決策解決策

opmnctlコマンドが正常に実行されていることを検証するには、次のことを実行してみてくだ
さい。

1. 起動していないコンポーネントの start要素の timeout属性値を増やします。
opmn.xmlファイルのタイムアウトを、プロセスが起動するまで待機できるレベルに設定
します。この機能は、startprocコマンドで使用できます。このコマンドは、opmn.xml
内に構成されているすべての関連プロセスを起動するものです。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 A.2.5 項「イベント・スクリプトを使用したトラブル
シューティング」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 A.2.1 項「OPMN ログ・ファイル」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 A.2.3 項「iHAT」
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障害と解決策
2. opmn.xmlファイルの start要素をチェックして、retry属性値をより長い時間に変更
します。

3. 起動していない Oracle Application Server プロセスの ORACLE_HOME/opmn/logs/を確認
します。

4. 起動していない Oracle Application Server コンポーネントのコンポーネント固有のログ・
ファイルを確認します。たとえば、ORACLE_HOME/discoverer/logsを確認します。

5. 何らかの問題があることを示している ORACLE_HOME/opmn/logs/ipm.logを検証しま
す。追加情報を得るには、ログ・レベルを上げます。

6. オラクル社テクニカル・サポートに問い合せます。

あるファームの一部である Oracle Application Server インスタンスで問題が発生した場合は、
Oracle Application Server インスタンスの ons.logファイルを確認してください。 ons.log
ファイルの "attempting active connection init"メッセージは、現在停止している
ファームに別の OPMN が構成されていることを示します。 OPMN は、停止している OPMN に
接続しようとしています。停止している OPMN がなぜ実行されていないかを判断するには、上
記の手順を使用してください。

A.1.4 Oracle Application Server コンポーネントがコンポーネントがコンポーネントがコンポーネントが OPMN によって自動的に再起によって自動的に再起によって自動的に再起によって自動的に再起
動される動される動される動される

障害障害障害障害

Oracle Application Server コンポーネントが OPMN によって自動的に再起動される。

解決策解決策解決策解決策

Oracle Application Server コンポーネントが OPMN によって自動的に再起動される場合は、次
のことを実行してみてください。

� ipm.logファイル内の Oracle Application Server コンポーネントのメッセージを確認しま
す。

� Oracle Application Server コンポーネントの ping タイムアウトが十分であることを検証し
ます。多くのアクティビティを受け取る Oracle Application Server コンポーネントでは、
タイムアウトの時間を長くする必要がある場合もあります。opmn.xmlファイル内の
Oracle Application Server コンポーネントの ping timeout 要素値を増やします。

A.1.5 opmnctl start の予想外の動作の予想外の動作の予想外の動作の予想外の動作

障害障害障害障害

時により、OPMN を起動する opmnctl startコマンドの使用時に予想外の動作が起こりま
す。すなわち、OPMN だけが起動されたり、OPMN が Oracle Application Server の OPMN で
管理されるプロセスを起動しようとします。通常、この予想外の動作は、まず OPMN を停止し
ないで、コンピュータの電源を切ったりリブートすることに起因します。コンピュータを再起
動すると、OPMN が管理するすべてのプロセスが再起動されます。

解決策解決策解決策解決策

OPMN を停止してから、コンピュータをシャットダウンすることをお薦めします。OPMN お
よび OPMN が管理するプロセスを停止するには、opmnctl stopallコマンドを使用します。

Microsoft Windows オペレーティング・システムでは、Windows サービスのコントロール・パ
ネルを使用して、OPMN と、OPMN が管理するプロセスを停止できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 3 章「opmn.xml の一般的な構成」
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A.1.6 opmn.xml ファイルの無効な要素ファイルの無効な要素ファイルの無効な要素ファイルの無効な要素

障害障害障害障害

Oracle Application Server プロセスを起動できない。

解決策解決策解決策解決策

Oracle Application Server プロセスを起動できない場合は、Oracle Application Server 
opmn.xmlファイルの要素が disabledになっているかどうかをチェックしてください。
opmn.xmlファイルの要素が disabledである場合、OPMN は、"Missing"または
"Disabled"という出力メッセージを生成します。

A.1.7 Oracle9iAS リリースリリースリリースリリース 2（（（（9.0.2 およびおよびおよびおよび 9.0.3）インスタンスの管理）インスタンスの管理）インスタンスの管理）インスタンスの管理

障害障害障害障害

デフォルトでは、Oracle Application Server 10g リリース 2（10.1.2） opmn.xmlファイルの SSL
要素は enabledになっています。ただし、Oracle9iAS リリース 2（9.0.2 および 9.0.3）の
opmn.xmlファイルでは、SSL 要素は enabledになっていません。

解決策解決策解決策解決策

Oracle9iAS リリース 2（9.0.2 および 9.0.3）のインスタンスを含む Oracle Application Server
ファームがある場合は、リリース 2 の opmn.xmlファイルで SSL 要素を有効にする必要があり
ます。SSL 要素を有効にする手順の詳細は、『Oracle9i Application Server 管理者ガイド リリー
ス 2（9.0.2）』を参照してください。

A.1.8 OC4J を起動できないを起動できないを起動できないを起動できない

障害障害障害障害

1 台のホストに複数の Oracle Application Server をインストールしており、それらを同時に起
動しようとすると（たとえば、クラスタを起動すると）、OPMN が応答しなくなる場合があり
ます。このとき、次のようなエラー・メッセージが表示されます。

"failed to restart a managed process after the maximum retry limit"

これは、1 台のホストにある 2 つの Oracle ホームが RMI、JMS および AJP の各ポートに同じ
ポート範囲を使用する場合に起こることがあります。ある Oracle ホームの OC4J インスタンス
が、別の Oracle ホームの OC4J インスタンスと同じポートを使用しようとするためです。

Oracle Application Server 内のすべての OC4J インスタンスに対するポートの割当ては、
OPMN ごとに管理されているので、1 つの opmn.xmlファイル内でポート範囲が重なることが
あります。しかし、同じホスト上で 2 つの OPMN プロセスが同時に起動された場合、そのプロ
セス間でポートの使用に関する調整は行われません。

注意注意注意注意 : OPMN は、管理対象プロセスの予想ステータスの記録をディスクに
残します。OPMN の稼動中にコンピュータが停止した場合、再起動時に
OPMN は、ディスクにキャッシュされていた情報を使用して、システムの停
止時に実行されていたプロセスをすべて自動的に再起動しようとします。そ
のため、OPMN のみを起動するつもりで、OPMN が管理するプロセスを起
動する明示的なリクエストを発行していなくても、それらのプロセスも開始
される場合があります。この自動プロセス・リカバリを無効にするには、
OPMN を起動する前に、ORACLE_HOME/opmn/logs/statesディレクトリ
にあるファイルをすべて削除します。

states ディレクトリとその内容は、OPMN または OPMN が管理するプロセ
スの実行中に変更しないでください。/statesディレクトリを変更しないこ
とをお薦めします。
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障害と解決策
解決策解決策解決策解決策

ポートの使用を調整するには、Oracle ホームごとに一意のポート範囲を割り当てます。これに
より、ある Oracle ホームの OPMN プロセスと別の Oracle ホームの OPMN が、OC4J ポート
を割り当てる際に同じポート番号を使用することがなくなり、同じポートにバインドすること
もなくなります。

また、OC4J インスタンス起動の 大再試行回数を増やしておくこともお薦めします。2 つの
Oracle ホームで同一のポート範囲を割り当てている場合に、OPMN によるプロセス再起動の試
行回数を増やしておくと、OPMN が空きポートを検出できる可能性が高まります。ただし、
opmn.xml ファイルで指定したポート接続試行回数で OPMN が空きポートを見つけられないこ
ともあるため、この方法で問題が完全に解決されるわけではありません。

A.1.9 コンポーネントを停止できないコンポーネントを停止できないコンポーネントを停止できないコンポーネントを停止できない

障害障害障害障害

opmnctl stopコマンドまたは opmnctl stopallコマンドを使用して、Oracle Application 
Server のコンポーネントまたは OPMN が管理するプロセスを停止できない場合、そのコン
ポーネントまたはプロセスは、OPMN を使用して起動されたものではないことが考えられま
す。そのコンポーネントまたはプロセスは、起動スクリプトまたはユーティリティを使用して
起動された可能性があります。 

解決策解決策解決策解決策

Oracle Application Server のコンポーネントと OPMN が管理するプロセスは、起動や停止を絶
対に手動で行わないでください。Oracle Application Server コンポーネントを起動および停止
する場合は、前バージョンの Oracle Application Server のコマンドライン・スクリプトまたは
ユーティリティを使用しないでください。 

Oracle Application Server コンポーネントおよび OPMN が管理するプロセスを起動および停止
するには、Application Server Control コンソールの opmnctlコマンドライン・ユーティリ
ティを使用します。

A.1.10 globalInitNLS エラーエラーエラーエラー

障害障害障害障害

opmnctlコマンドを実行すると、globalInitNLSエラーが発生する場合があります。次のエ
ラー・メッセージが表示されます。

"globalInitNLS: NLS boot file not found or invalid -- default linked-in boot block used 
XML parser init: error 201."

解決策解決策解決策解決策

このエラーは、ORA_NLS33環境変数が設定されている場合に発生します。この環境変数は設定
しないでください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server 管理者ガイド』の、同じホストでの
複数インスタンス起動時の OC4J エラーの解決に関する項 

注意注意注意注意 : OPMN および OPMN が管理するプロセスに対する Oracle 
Application Server の起動スクリプトと停止スクリプトは、Oracle 
Application Server Metadata Repository Creation Assistant のインストール・
ディスクに収録されています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 2 章「OPMN の使用」 
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A.1.11 クラスタのリモート・ホストを個別に起動するクラスタのリモート・ホストを個別に起動するクラスタのリモート・ホストを個別に起動するクラスタのリモート・ホストを個別に起動する

障害障害障害障害

Application Server Control コンソールを使用してリモート・ホストのクラスタを起動すると、
不明なステータスが返される場合があります。これは、ONS がローカル・ホストの IP アドレ
スにバインドされており、リモート・ホストから接続できないために発生します。

解決策解決策解決策解決策

クラスタのメンバーごとに起動して、リモート・ホストのステータスを有効に監視および取得
することをお薦めします。また、ONS がローカル・ホストの IP アドレスにバインドされてい
ないことを確認してください。

A.1.12 ログ・ローダーが起動しないログ・ローダーが起動しないログ・ローダーが起動しないログ・ローダーが起動しない

障害障害障害障害

opmnctl startallコマンドまたは opmnctl startprocコマンドが正常に実行された後
に、opmnctl statusコマンドを実行すると、ログ・ローダーが停止中というステータスが出
力表示されます。

解決策解決策解決策解決策

デフォルトでは、opmn.xmlファイルの Log Loader要素は、opmnctl startallコマンド
または opmnctl startprocコマンドを実行したときに、ログ・ローダーが起動するように
設定されていません。 

ログ・ローダーを起動する手順は次のとおりです。

1. Application Server Control コンソール・ページの「ログ」リンクを選択します。

2. 「ログの表示」ページで、「ログ・リポジトリの検索ログ・リポジトリの検索ログ・リポジトリの検索ログ・リポジトリの検索」リンクを選択します。

3. 「ログの表示」ページで、「ログ・ローダーログ・ローダーログ・ローダーログ・ローダー」をクリックします。

4. 「ログ・ローダー」ページで、「起動」をクリックします。

5. 確認ページで「取消取消取消取消」、「起動」、「起動と既存のログのロード」のいずれかを選択します。

確認ページでは、次の操作が可能です。

� ログ・ローダーの使用を取り消す場合は、「取消取消取消取消」を選択します。

� ログ・ローダーは起動するが、ログの現在の内容はロードしない場合は、「起動起動起動起動」を選
択します。ログ・ローダーは、起動後にログに書き込まれたログ・メッセージのみを
ロードします。

� ログ・ローダーを起動し、すべてのログ・ファイルの現在の内容をロードする場合は、
「起動と既存のログのロード起動と既存のログのロード起動と既存のログのロード起動と既存のログのロード」を選択します。

次のコマンドを使用して、ログ・ローダーの起動および停止を行うこともできます。

� prompt > opmnctl startproc ias-component=LogLoader

� prompt > opmnctl stopproc ias-component=LogLoader

opmnctl startproc ias-component=LogLoaderコマンドは、Application Server 
Control コンソールで「起動と既存のログのロード起動と既存のログのロード起動と既存のログのロード起動と既存のログのロード」を選択した場合と同じです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ログ・ローダーの起動と停止の詳細は、『Oracle Application 
Server 管理者ガイド』を参照してください。
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障害と解決策
A.1.13 dcm-daemon が起動しないが起動しないが起動しないが起動しない

障害障害障害障害

opmnctl startallコマンドまたは opmnctl startprocコマンドを実行した後に、
opmnctl statusコマンドを実行すると、dcm-daemonが「停止中」というステータスが出
力表示されます。

解決策解決策解決策解決策

デフォルトでは、opmn.xmlファイルの dcm-daemon要素は、opmnctl startallコマンド
または opmnctl startprocコマンドを実行したときに、dcm-daemon が起動するように設
定されていません。dcm-daemon は、初期化時に DCM クライアント・ツールである dcmctl
コマンドまたは Application Server Control コンソールによって自動的に起動します。通常は、
dcm-daemon を明示的に起動する必要はありません。 

dcm-daemon を明示的に起動する場合は、次のコマンドを使用します。

prompt > opmnctl startproc ias-component="dcm-daemon"

dcm-daemon を明示的に起動する必要があるのは、特定の構成を行う場合です。たとえば、
Oracle Application Server クラスタ全体に DCM 操作を実行する場合があります。アプリケー
ションをクラスタ全体にデプロイするには、クラスタ内のすべての Oracle Application Server
インスタンスで dcm-daemon が実行されている必要があります。ローカル Oracle Application 
Server インスタンスで dcmctlコマンドを実行すると、dcm-daemon は、ローカル・インスタ
ンスでは起動しますが、クラスタ内の他のインスタンスでは起動しません。

A.1.14 SSL ハンドシェイクの失敗ハンドシェイクの失敗ハンドシェイクの失敗ハンドシェイクの失敗

障害障害障害障害

SSL ハンドシェイクが失敗したことを示す、次のようなエラー・メッセージが ons.logファイ
ルに記録されます。

"Connection 0.169.254.25.129.6203 SSL handshake failed"

解決策解決策解決策解決策

SSL ハンドシェイクのエラー・メッセージが表示される原因としては、opmn.xmlファイルに
ある ONS の SSL 有効化属性に同じ値が設定されていないことが考えられます。SSL 有効化の
値である true または false は、アプリケーション・サーバー・ファーム内のすべての OPMN
サーバー間で一致している必要があります。

A.1.15 OPMN の起動時にの起動時にの起動時にの起動時に CPU 使用率が増加する使用率が増加する使用率が増加する使用率が増加する

障害障害障害障害

一部のコンピュータでは、OPMN の起動時に CPU 使用率が大幅に上昇します。 コンピュータ
の CPU 使用率は約 50 ～ 60% になります。 影響を受けたコンピュータでは、OPMN が停止され
るまで CPU 使用率は上昇し続けます。

解決策解決策解決策解決策

CPU 使用率が過度に上昇する原因として、次のことが考えられます。

� インストール環境における日本語などのマルチバイト・キャラクタ・セットの使用

� ONS トポロジの不適切な構成 

たとえば、Oracle Application Server ファーム内の Oracle Application Server インスタン
ス間で、ons.confファイルの同期がとれていない場合があります。 ons.confファイル
の内容は、ファーム内の Oracle Application Server インスタンス間で同じである必要があ
ります。 Oracle Application Server インスタンスごとに ons.confファイルの内容が異な
ると、トポロジで異常なループが発生し、ONS によって管理される通知の数が 2 倍に増大
します。
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� 複数のネットワーク・インタフェース・カード（NIC）の使用

OPMN の opmn.xmlファイルで構成されているホスト名または IP 値が、ons.confファ
イルの対応するエントリと一致しません。 OPMN で自身への接続が繰り返されるため、
CPU 使用率が増加します。 

A.1.16 OPMN 起動時にエラー・メッセージが表示される起動時にエラー・メッセージが表示される起動時にエラー・メッセージが表示される起動時にエラー・メッセージが表示される

障害障害障害障害

opmnctl startまたは opmnctl startallコマンドを使用して OPMN を起動しようとす
ると、次のエラー・メッセージが表示されます。

pingwait exits with 1220384

または

pingwait exits with 1220396

これらのエラー・メッセージは、ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xmlに修正が必要な構文
エラーがあると生成されます。

解決策解決策解決策解決策

これらのエラー・メッセージが表示された場合は、次の操作を行います。

� opmn.xml ファイルへの完全なディレクトリ・パスを使用して、次のコマンドを実行しま
す。

prompt > opmnctl validate opmn.xml

� opmn.xmlファイルから、空のタグをすべて削除します。

� 次のコマンドを実行して、リポジトリ構成を更新します。

prompt > dcmctl updateconfig

A.2 OPMN の問題の診断の問題の診断の問題の診断の問題の診断
OPMN の使用に際して発生する可能性のある問題のトラブルシューティングには、いくつかの
方法があります。

� 第 A.2.1 項「OPMN ログ・ファイル」

� 第 A.2.2 項「opmnctl debug」

� 第 A.2.3 項「iHAT」

� 第 A.2.4 項「Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソール」

� 第 A.2.5 項「イベント・スクリプトを使用したトラブルシューティング」

� 第 A.2.6 項「opmn.xml 環境変数」

A.2.1 OPMN ログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイル
OPMN ログ・ファイルにより、OPMN および OPMN によって管理されるプロセスの実行と使
用に際して発生する可能性のある問題のトラブルシューティングを行うことができます。 
OPMN および OPMN によって管理されるプロセスは、処理時にログ・ファイルを生成します。
生成される次のログ・ファイルを確認して、OPMN コマンドが正常に実行されたかどうかを検
証できます。
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OPMN の問題の診断
� ORACLE_HOME/opmn/logs: OPMN が管理するプロセスの標準出力および標準エラーで
す。 これらのファイルは、コンソール・ログと呼ばれることもあります。 OPMN は、各コ
ンポーネントのログ・ファイルを作成し、Oracle Application Server コンポーネントの一
意の組合せに 1 つの番号を割り当てます。たとえば、OracleAS Web Cache の標準出力ログ
は、WebCache~WebCacheAdmin~1のようになります。1 つのプロセスが終了し、新しい
プロセスに代わると、前のプロセスのコンソール・ログ出力が保存され、そのコンソー
ル・ログ・ファイルの 後に、新しいプロセスが追加されていきます。プロセス固有のコ
ンソール・ログは、コンポーネントの起動と停止に関する問題を検証する際、 初に確認
すべき 良のリソースです。 

� ORACLE_HOME/opmn/logs/ipm.log: ipm.logファイルに示されているエラー・コード
とエラー・メッセージを確認します。OPMN の PM 部分は、エラー・メッセージを生成し
て、このファイルに出力します。ipm.logファイルは、コマンドの実行および操作の進行
状況をトラッキングします。ipm.logに記録されるログの詳細のレベルは、opmn.xml
ファイルの構成によって変更できます。 デバッグ・レベルの例は、第 3 章「opmn.xml の一
般的な構成」を参照してください。

� ORACLE_HOME/opmn/logs/ons.log: OPMN の ONS 部分または OPMN の初期エラーを
デバッグするには、ons.logファイルを使用します。OPMN の ONS 部分は、PM の前に
初期化されます。したがって、OPMN の初期化において早いうちに発生したエラーは、
ons.logファイルに表示されます。

� ORACLE_HOME/opmn/logs/opmn.log: opmn.logファイルには、ipm.logファイルお
よび ons.logファイルを利用できない場合に、OPMN によって生成される出力が書き込
まれます。通常の場合、opmn.logファイルに書き込まれる出力は、OPMN の子プロセス
の終了ステータスのみです。ステータス・コードが 4 の場合は、OPMN が正常に再ロード
されたことを示します。それ以外のステータス・コードはすべて、OPMN の子プロセスが
異常終了したことを示します。

� ORACLE_HOME/opmn/logs/service.log: （Microsoft Windows のみ）。service.log
には、サービス・コントロール・マネージャとの相互作用時に OPMN サービスが生成する
エラー・メッセージが表示されます。

A.2.2 opmnctl debug
Oracle Application Server プロセスのステータスおよびペンディングされているアクションが
あるかどうかを検証するには、opmnctl debugコマンドを使用します。お住まいの地域のオ
ラクル社カスタマ・サポート・センターに問い合せる際、このコマンドによって生成される出
力は、OPMN の問題の診断に役立ちます。

opmnctl debugコマンドの構文は、次のとおりです。

opmnctl [<scope>] debug [comp=pm|ons] [interval=<secs> count=<num>]

@scopeは、リクエストのオプションの有効範囲です。

出力は、opmnctl debugコマンドの実行後に生成されます。オラクル社カスタマ・サポー
ト・センターに問い合せる際、生成された出力を問題の診断に役立てることをお薦めします。

このコマンドの属性（<attr>）名は、comp、interval、countのいずれかです。 comp の値
は、onsと pmのいずれかで、それぞれ ONS と PM を表します。compが指定されていない場
合、onsと pmの両方のデバッグ情報がレポートされます。たとえば、次のコマンドでは、
ONS のデバッグ情報が出力されます。

prompt > opmnctl debug comp=ons

OPMN に送信されるリクエストの間隔（秒単位）と数を指定して、デバッグ・プロセスを支援
できます。<interval> および <count> の値は、常に両方とも指定する必要があります。 それら
の値は 1 以上の整数にしてください。 たとえば、次のコマンドでは、5 秒間隔で 3 回デバッグ情
報が出力されます。

prompt > opmnctl debug comp=pm interval=5 count=3

お住まいの地域のオラクル社カスタマ・サポート・センターに問い合せる際、opmnctl 
debugコマンドを使用して、OPMN の問題の診断にお役立てください。
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A.2.3 iHAT
iHAT ツールは、企業のリアルタイムのグラフィカル・インタフェース表示を提供します。 
iHAT は、1 つ以上の OPMN サーバーが管理するすべての Oracle Application Server プロセス
を表示します。これには、DMS から取得される、各プロセスに関する有用なパフォーマンス・
メトリックなどが含まれます。システムのスナップショットは、設定された時間隔によって継
続的に更新されます。

iHAT は、次の OTN の Web サイトからダウンロードできます。

http://www.oracle.com/technology/membership

A.2.4 Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソールコンソールコンソールコンソール
Application Server Control コンソールは、ネットワークおよび企業内の Oracle Application 
Server コンポーネントの診断を可能にするグラフィカル・インタフェースを提供します。 
Application Server Control コンソールには、ログ・ページが用意されています。 ログ・ページ
では、1 つの場所にすべての Oracle Application Server ログ・ファイルを表示し、複数のログ・
ファイルにわたって問題をトレースすることを可能にします。 Application Server Control コン
ソールは、OPMN と通信を行う API を使用します。

Application Server Control コンソールを使用して、Oracle Application Server コンポーネント
の有効または無効を設定できます。コンポーネントを無効にすると、Oracle Application Server
インスタンスの起動時にそれらのコンポーネントは起動しません。

A.2.5 イベント・スクリプトを使用したトラブルシューティングイベント・スクリプトを使用したトラブルシューティングイベント・スクリプトを使用したトラブルシューティングイベント・スクリプトを使用したトラブルシューティング
Oracle Application Server プロセスのイベント・アクティビティを記録する、ユーザー独自の
イベント・スクリプトを作成できます。Oracle Application Server プロセスの起動または停止
の前のイベントや、予定外のシステム・クラッシュを記録するスクリプトを作成できます。 

第 3 章「opmn.xml の一般的な構成」の <event-scripts> 要素の説明を参照してください。

例 A-1 は、起動前のイベント・スクリプトを示しています。

例例例例 A-1 起動前のイベント・スクリプト起動前のイベント・スクリプト起動前のイベント・スクリプト起動前のイベント・スクリプト

#!/bin/sh
echo
echo =---===----======---=-----=-----=------======----===---=
echo =---===----===== PRE-START EVENT SCRIPT =====----===---=
echo =---===----======---=-----=-----=------======----===---=

timeStamp="N/A"
instanceName="N/A"
componentId="N/A"
processType="N/A"
processSet="N/A"
processIndex="N/A"
stderrPath="N/A" # not available w/pre-start unless part of restart
stdoutPath="N/A" # not available w/pre-start unless part of restart
reason="N/A"
pid="N/A" # only available with pre-stop, post-crash
startTime="N/A" # only available with pre-stop, post-crash

while [ $# -gt 0 ]; do
case $1 in

-timeStamp) timeStamp=$2; shift;;
-instanceName) instanceName=$2; shift;;
-componentId) componentId=$2; shift;;
-processType) processType=$2; shift;;

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server 管理者ガイド 』
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その他のヘルプ情報
-processSet) processSet=$2; shift;;
-processIndex) processIndex=$2; shift;;
-stderr) stderrPath=$2; shift;;
-stdout) stdoutPath=$2; shift;;
-reason) reason=$2; shift;;
-pid) pid=$2; shift;;
-startTime) startTime=$2; shift;;
*) echo "Option Not Recognized: [$1]"; shift;;
esac
shift

done

echo timeStamp=$timeStamp
echo instanceName=$instanceName
echo componentId=$componentId
echo processType=$processType
echo processSet=$processSet
echo processIndex=$processIndex
echo stderr=$stderrPath
echo stdout=$stdoutPath
echo reason=$reason
echo pid=$pid
echo startTime=$startTime

A.2.6 opmn.xml 環境変数環境変数環境変数環境変数
OPMN サーバーの起動に使用される環境変数は、OPMN サーバーによって起動される Oracle 
Application Server プロセスに継承されません。 OPMN は、環境変数を ias-instanceレベル
で設定します。その値は、ias-instance構成または OPMN ランタイム環境のいずれかから
抽出されます。

A.3 その他のヘルプ情報その他のヘルプ情報その他のヘルプ情報その他のヘルプ情報
Oracle MetaLink に関する障害の解決策は、http://metalink.oracle.comにあります。障
害に対する解決策が見つからない場合は、サービス・リクエストを記録します。

注意注意注意注意 : 起動前のイベント・スクリプトのサンプル、例 A-1 は、Microsoft 
Windows オペレーティング・システムでは機能しません。ただし、.bat接
尾辞の使用により、同様の機能を持つスクリプトを作成できます。

必要な構成情報を opmn.xmlファイルに追加するときには、.batファイル
へのフルパスを使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 3 章「opmn.xml の一般的な構成」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� Oracle Application Server のリリース・ノート（次の Oracle Technology 
Network の Web サイトで入手できます）

 http://www.oracle.com/technology/documentation/
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